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若き日のジュリア･ロバーツが共

だ

演した｢パ‑･オクラホマ｣.この

15歳の少年を主人公に仕立て,画

映画のファースト･シーンに流れ

面の随所にチャーリー･パーカー

る曲が実にいい.ロイ･スローカ

のアルトをフイチャーした鬼才,

ムの歌う｢イン･エア･‑‑ト｣

ルイ･マル監督の慧眼には

地獄.微かを風を求めて僕は戸口

という曲だ

ただ脱帽.

近くに身を寄せ

一夜を共にした行きずりの男が,

が煩をなぜ

客はピールを飲み‑

ンバーグを注文した

調理場に‑

夢踏み込めばまさに,そこは焦熱
レンジの炎から

アン･ウオーレンと

次はフランス映画の｢好奇心｣.

ただ

締め括りには邦画の音声が入れ

そっとペットから起き上がり,身

き上がるのを待った.炎暑の中,

繕いをし言合蔵庫の中の食べ残し

てある.石原裕次郎主演の｢加､
‑シカチ｣だ 同僚のピストルを

垂加乍はきわめて緩慢になり,他の

のチキンを頬張り.朝もやをつい

奪い逃走しようとした犯人を馬接

季節に比べて料理の上がりに倍の

て旧式のビック･アップで去って

した元刑事が,ギターを抱えてさ

時間を要した. 5年ほど前には,

行くシーンだ男が立てる微かを

すらう話だ'.この映画,主題曲が

大して気にならなかった生業か

物音や車のエンジンスタートの音

1番から3番まで違ったシーンに

ここ1, 2年夏の間は頓に負担に

が

なる.確実に老いていく自分を容

に取り込まれている.

なりi)い

赦なく知らされる.

そしてその次には,あのイタリ

使われている.このためシーンご
との音声を接ぎ合わせるのか大変
だった.後に大スターとなった裕

アの名画｢刑事｣が入れである.

次郎がオケをパックに歌ったもの

の間中.僕の心の拠り所となった

主演女優クラウデイア･カルテナ

に比べると歌は拙いが,ギター1

物だ

客の途絶えた昼下がり,風

‑レの歌う｢アモーレ･アモーレ｣

の抜け道に椅子を運びこのCD‑

がそれはいい.スローなルンバに

Rに耳を澄ますのか日課となった.

乗って物憂く投げ遣りな素振りの
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広沢虎道が語り出す.身の毛も

彼女の声が 僕を魅了してやまな

アンプ｢清水｣とアルテックA5

よだつような美しい濁音.マリ

い.ラストシーンにもこの主題曲

が かもし出す絶妙なサウンド.

ア･カラスにも匹敵する美声だ.

が使われている.真相を突き止め

まさにボイス･オブ･シアターだ.

｢寿司喰いねえ,江戸っ子だってね

たピエトロ･ジェミニ扮する刑事

かいま見た名画のワン･ショット

え｣ ｢神田の生まれよ｣お馴染みの

がカルデナ‑レを語間するシーン

を心の中に投影させ,汗まみれで

森の石松.

だ 何とか言い逃れようと必死に

それに聴き入ったあの真夏の昼下
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ド･トラック,実にすぼらしい.
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り.秋の気配が色濃く感じられる
今日この頃,もはや懐かしいワ
ン･ショットになってしまった

かつて暑さ凌ぎにマリア･カラ
スのアリアとバド･パウエルのピ

アノをテープに収め,それをひた
すら聴いた夏があった あの頃を

酷暑とすれば 今年は炎暑.夏が
年毎にどんどん過脚こなってきて
いる.来年は恐らく死茶目こなる

だろう.そうなれば 心を癒す音
楽は唯ひとつ,ヴェルディの｢レ

クイエム｣だ

地球温暖化‑の警

鐘が世界中で打ち鳴らされている
ニ ッ

令,我々はもっとそのことについ

て真剣に取i)納まねばならない.

CX350pp

ドライブ段の300B. 2本の出力段CX350,整流管274Aと,豪華な真空管を惜しげもな
く投入したCX350ppプi)メインアンプ
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言葉はタムラの技術‑のねぎらい

アンプの原形をなるだけ櫨ねた

の言葉だったのかもしれない. ｢タ

くなかったので 回路⊥かなりの

ムラさんの技術部も,えらいトラ

制約を課せられた力†とてもうま

逆上る.旧著『直熱管アンプ放浪

ンスを作らされて大変だね｣と.

くいったように思う.まずはEQ

制に記された300Bppドライブ

この旧作アンプ ローザ一･オ
ーディオ･ベクターを対象として

部から見ていこう.

号はSTU‑27という入力トラン

プリメインアンプ
このアンプの原型は15年前に

300Bppプリメインにその端を発

原機ではカートリッジからの信

､れ

フトでその威容をお披露めした後,

製作したものだ しかし完成当時
ベクターをつないで何度か試聴し
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今は亡き我力垂市,池田圭のスダジ

てみたが
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5692二段のプッシュプル動作の
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才にてカザルスの｢バッ‑無伴奏

ブ50パワーの威力には一歩及ば

EQアンプとなっている.プリア
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チェロ組曲2番｣を朗朗と奏で

なかったような気がする.しかし

ウトはA‑8712による, 6000出

師より大変なおほめの言葉をいた

このまま押し入れの中で朽ち果て

力だ'. ｢なかなか購ったEQ回路

だいたのも懐かしい思い出だ'.

させるのは忍びない.それでは塩

だなあ｣などと思いながら旧著の

長い間我が家の押し入れで15

沢技術課長,山口,富田両氏当時

回路図を睨つけていると,久し振

年の時を過ごしていたのだが 今

のタムラの技術の面々に顔向けが

こ変

回意を決し,このアンプを店に下

できない.そう思い立ち,今回ま

りに僕の頭の中の手動式コンピュ
ーターがカタカタと始動しはじめ

こ裕

してみた.

るで異なる発想を持ってこのアン

た. ｢STU‑27の代わりにTKS‑

プを今に蘇えらせることにしな

24を2個付けろ.パワー部の入力

する.この旧作アンプ

‑さ

1が
･に

)の

渋谷のロ

旧著の回路図と照らし合わせな
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がら内部を具に点検してみたが
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その当時の自分のアンプ作りの情

スによって位相反転され, 5691,

トランスを外せば そこにちょう

i

回路について

どTKS‑24がもう1個入るはず

だ

初段5691を抵抗負荷にして,

熱が如実に伝あってくる.それと

長さにわたり,デンオンDL‑

､)レ

タムラの技術がこのプチブルとも

102モノカートリッジを対象にし

0.47IjFのコンデンサーで段間ト

A5

言える発想を見事に補っていると

た音楽再生に励んできた力†僕と

ランスSTU‑200に入力しろ.ト

ヽ

言って良いだろう.蛛,トランス

てステレオカートリッジの100や

ランスの1次側は中点をアースす

‑だ

を含めてこれだけの物量を搭載す

200は持っている.今回この死蔵さ

るのではなく,スプリットで使え,

回劃

捕ま,我力華南からはめ言葉の一つ

れているステレオカートリッジを

そう, CDプレーヤーの出力を

しで

や二つを頂戴して当然の再生音た

駆使して,モノーラル再生に挑ん

TN‑347でモノ‑ラルに整合する

三下

ったのだろう.今思えば師のはめ

でみることにしな

やり方だ
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mAx2というスペックだ

確に当を得た解答だ1.

など‑イ〟の球を対象としてい

STU‑200の存在が大きい.このト

る. 200kOpp:200kJlpp DClmA

ランス200knpp:200knpp, DCl

x2というスペックはまさに芸術

がこんな解答をはじき出してきた.

の域に連している.今i捕ま1次側

の中点から電流を流さずスプリッ
トで使用したが こういう手法で
このトランスを蘇らせることがで
きるとは,僚機の設計製イ僻にお
いてぼ勘､もよらなかったことだ
このSTU‑200の2次側をスプリ

ソトで使用した場合,片側のイン
ピーダンスが50kJ自こなる. 5691

の負荷に何とか対応できる数値だ
ろう.

EQ回路はSTU‑200の2次側

で位相反転させ, 2個のEQ素子

を持つプッシュプルのEQ回路
で成り立っている.S/Nにおいて

Iう†メ中ソトのある回路なので
じらないことにしな

からはブッシュプル構成とした独創的なEQアンフ部
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VL‑208を交換したほかは何もい
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それにしても段間トランス

えろ.後はいじらなくても良い｣.
僕の中の手動式コンピューター
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配線材は1 25スケアのACコード. B電圧が500V以内のアンプならばこれで充分という

力取れるのではないか｣と.左チ

自身,ピアノのパート以外あまり

DV‑20X･Hを聴いてみな

ャンネルを300,右チャンネルを

力を込めてスコアを書いていない

サンス･ラリュ‑のフルートでテ

/ク

6000で入力したところ耳を疑う

のではなかろうか.

レマン｢無伴奏フルートのための

･音

ような再生音だった.中音域は疑

続いてダイナベクターの高出力

12の幻想曲｣.このカートリッジは

毒舌

藩したエネルギー感が譲る音に我

カートリッジDV‑10X4･MK2と

クラシック向きとみた. DV‑10

を忘れて聴き入った次第だ.それ

DV‑20Ⅹ･ Hを試聴してみよう.

Ⅹ4に比べ音の重心が低い.そのた

にしてもトランスというのは不思

インピーダンス2700,出力電圧

めフルートのブレスの音が強調さ

議な物だ こんな芸当ができる.

2.5mVと高出力のため他のカー

れずにとても心地よい.なるだけ

I"つ
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このレコード,オーディオ喫茶ク

トリッジとのレベルバランスを考

プレスの音を出さずに錐やな高音

イン

レッシェン卜の金森君の知人,斎

慮し6000受けとし,アンプのゲ

を表現するのも,オーディオの極

mV.

轄さんにいただいた.

インを下げてみな

意かも知れない.
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さて,このレコードだが1937年

まずはDV‑

10Ⅹ4 ･ MK2でジャズを聴いてみ

かつて飽く事なく聴いたレコー

)レーヴインシュタインが50歳の

な

折に録音されたものだ1937年と
いえば日華時変が始まっていた

ール･ストラッテインから｢ブル

れほどまでの音で聴かせたカート

ー･マイナー｣.

i)ッジはほかにはない.

ヨーロッパではナチス力漕顕し,

ブルーノートの不巧の名作ク

このカートリッジはジャズ向き

ドだが

ラリュ‑のフルートをこ

続いてはデンオンDL‑103.イ

ヾン

虻界中が不穏な空気に包まれてい

だ 高音域に何とも言えぬ輝きが

ンピーダンス400,出力電圧0.3

木短

た頃だ.そのためだろうかルーヴ

ある.ジャッキー･マクリーンの

mV.コルトレーンと‑‑トマン

1ンシュタインのピアノがとても

むせび泣くようなアルトを,哀愁

から｢デデイケイテッド･トゥ･

好戦的に僕には聴こえる.

とエナジーに満ち溢れた音で聴か

ユー｣,それと｢マイ･ワン･アン

それにしてもショパンのピアノ
コンチェルトは,オケの合奏の部

せてくれた 世界中にこのカート

ド･オンリー･ラブ｣.このカート

リッジの愛好家がいると間いたが

リッジのかもし出す絶妙な音のく

分かったない.これは他の演奏を

過日シンガポールから尋ねて来た

ぐもり,まさに絶品.

アン

疎いでもみなそうだ､.しかしピア

若者もこのDV‑10X4をとても評
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ノが入ってくると見違えてしまう.
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今度は同一のスペックを持つ

続いてはグラドのニューモデル,
ステートメント･プラチナム.イ
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