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これまでに数えきれないほど多く

のオーディオ機器が作られました

が,時をえても忘れられずに残った

物が一応名器と言われる物です.管

球アンプに限って言えば　プリアン

プならマッキントッシュC-22やマ

ランツ#7,パワー･アンプならマッ

キントッシュG240およびC-275

やマランツ8および9などがその最

たるものでしょう.

さらにクォ-ドIIやダイナコ

MKIIIもそれに加えても異存はな

いでしょう.マランツやマッキンの

アンプは高度なテクニックが盛り込

まれており回路が複雑で,いかにも

アメリカらしい物量大作戦と言った
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感があります.それに対してクォ-

ドやダイナコのアンプは回路がシン

プルです.ダイナコのものは完成品

に加えてキットも発売していたの

で,トラブルがないようシンプルに

する必要があったのでしょう.

しかしダイナコMKIIIは,回路は

シンプルですが管球パワー･アンプ

にとって最重要部品であるトランス

にはかなりお金を割り振っていま

す.最近このMKHIを自宅でゆっく

り聴く機会が出来ましたが,これが

なかなか良い音がします.そんなこ

とから,今回はダイナコMKⅢに挑

戦という意味で本機を製作しまし

輿.

ダイナコMK川の概要

ダイナコMKHIの全回路図は第

1図のようにシンプルです.モノラ

)レ構戒で,定格出力は60 Wとなっ

ています.初段のカソード抵抗にパ

スコンが付いてないにもかかわら

ず,初段の掴層度は200倍近く得ら

れています.そのためシンプルな構

成にもかかわらず,オールオーバー

の負帰還が20 dB確保されていま

す.無帰還や低帰還アンフ訪流行の

昨今では多量と思われますが,発売

当時では普通の値です. 20 dBの負

帰還を安定にかけるため, 3ヶ所に

禰障回路が設けられています.初段
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(第1図〉ダイナコMKHI全回路図

のプレートとB電源間の12pF,下

側の出力管のSGから初段のカソ
ード抵抗470へまたがる390

pF,帰還抵抗l k(部こ並列に入って

いる750 pFがそれです.

出力トランスも20dBの負帰還

が安定にかかるような特性となって

います.直流抵抗および巻線比から

計算した1次インピーダンスZpは

2次80時には5km, 2次160時

には4.4knとなっています(第2

図).また, 2次80及び160時

各々の電力効率(損失)は93.4%

(0.273dB)および94.3%(0.253dB)

となります.周波数特性は5Hz以

下～30kHz (-ldB)となっていま

す(第3図).現在の視点から見ると
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(第6図)

KT88プッシュプル･

パワー･アンプ全回路図

使いました.それだけでは大きな出

力電圧を低ひずみで取り出すのが難

しいのでP-K分割にブートストラ

ップをかけました.さらにオールオ

ーバーの負帰還および完成時の前幅

度を確保するため, P-K分割段から

初段に正帰還をかけました.ブート

ストラップ+正帰還が本殿の重要な

ポイントです.こりまでの経験では,

この手法はとかく沈みがちな負帰還

アンプの音をビビッドにするように
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感じられます.

本機の全回路図は,第6図のよう

になります.

出力段の検討

本機では,始め6550を主に考え

ていました.しかし, RCAの親臨表

を眺めていると, 6550のスクリーン

グリッド(SG)の最大定格電臣が400

Vとなっています.第1図のダイナ

コMKIIIの回路図から分かるよう

KT-88

に, SGには480V近くの電圧がか

かっています.これでは定格を2割

ほどオーバーしてしまいます.他社

の規格を調べてみると, GEの規格

表では,それが440Vとなっていま

す.これでは,まだ1割ほど定格を

オーバーしています.真空管メーカ

ーでもある程度のマージンをとって

ありますので,最大定格を越えだか

らといってすべての球がすぐ壊れて

しまうということはないでしょう.
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無帰還(SWOFD時に､ 1kHzでの各部の増幅度は以上のようであった｡

R2:1 8kQとR3=150Rが並列になったものをRfとする｡

RF.星空里_1800× 150 =138.5Q
RZ+R〕 1800+150

swoNにして負帰還をかけた時の､負帰還量Fは次のようになる｡

F=l+Al=1+AI6×一里一二l+120× 138･5　=4.43(間B)
Rf+ RNF　　　　138.5+ 4700

負帰還をかけた後の増幅度は次のようになる｡

A8･-年嵩-18･5倍

A,6雫-請-27･1倍

せん.それに加え,出力管の安定動

作のためグリッドリーク抵抗Rgを

100knと低めにしていることがそ

れに拍車をかけています. Rgが低

いと,必然的にドライバ管のプレー

ト内部抵抗rpおよびプレート負荷

抵抗Rp (P-K分割ではさらにカソー

ド抵抗Rkも)を低くしないと,高い

出力電圧が得られません.本機では

低〟双3極管12AU7の2ユニッ

トを並列にして等価的なrpを1/

2とするとともにプレートおよびカ

ソードの負荷抵抗を各々22kmと

低くしています.もち-ろスノB電圧は

青いにこしたことはありませんが,

B電圧のデカップリング抵抗(第6

図のRlS)を小さくしなければならな

くなり,フリツカノイズが増える原

因となります.

P-K分割型の位相反転回路は,増

APR.　2004

(第9図)

負帰還量と増幅度

アンプの増幅度はすべて初段で稼が

なくてはならなくなり,初段力滴増

幅度と低ひずみの2重苦を強いられ

ます.そこで考えたのがPK分割に

ブートストラップをかけ,ここでも

増幅度を持たせ初段の労苦を少しで

も軽減させる方法です.第7回の

C4がブートストラップ･コンデン

サで, P-K分割回路のカソード側出

力をグリッドに戻すもので　この段

でも増原度を稼げます.

ただ,初段のゲインが低下するた

め,初段十位相反転段の増幅度はそ

れほど増加しません.ブートストラ

ップをかけた後の初段十位相反転段

の増幅度は80倍でした.これでは

負帰還量を少なくするか,完成後の

増幅度を低めで我慢するしかありま

せん.負帰還量を12dBほど確保

し,約1Vの入力で最大出力となる

ためには,もう少し増幅度が欲しく

なります.

さらに前述したようにビビッドな

再生音を期待し,正帰還をかけるこ

幅度はないどころか若干(数%)減衰　　とにします.第8図でP-K分割段の

します.それはカソード側の出力が　　カソード側の出力の1部(R3に生じ

すべて負帰還になってしまうからで　　た)をC3を介して初段のカソード

す.入力インピーダンスは高くなり,　に帰還します.Vlのグリッド入力に

ひずみ率も低下します.そうなると　　対してR3に生じる電圧は逆相です
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●整流回路部のクローズアップ
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ンデンサC2により高域の負帰還量

が減少するためです.ひずみ率だけ

から言うとC2はないほうが良いの

ですか‡前述のように高域の周波数

特性を整えるため,省くわけにはゆ

きません.

第13図は,ダンピングファクタ

特性です.中域で6.3ありますので

現代風のスピーカーと組み合わせて

もダンピング不足とはならないでし

ょう.

第14図はlkHzでの入出力特

性で,入力1.3V時にノンクリップ

最大出力65Wとなります. 13dB

のNFBのおかげかリニアリデイ

は優れています.

ひずみ率やダンピングファクタ特

性は,ダイナコMKIIIよりも良くあ

りませんが,これは主に負帰還量の

違いです.それらの常陸を,本殿以

上にしても音質的にはなんら改善は

されません.

小口径スピーカで聴いてみる

試聴は,本誌2003年11月号の

421Aアンプの時も使った,ジョー

ダンのJX92と言う12cmメタル

コーンのスピーカと組み合わせて行

いました.

ケ二一･ドリュ-の｢欧州紀行｣

は, ｢パリゴ魔,印象｣と｢旅の終

わり｣の間に発表されたヨーロッパ

三部作の一枚です.これらはどれも
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入力電圧[∨]

曲良し,演奏良し,録音良しと三拍

子揃ったアルバムです.ジャズ･フ

アンでなくても楽しく聴けると思い

ます.ピアノの音はもちろんのこと,

弾むようなベースやシンシンと鳴る

シンバルが印象的です.

｢サギソフォン･コロツサス｣は,

言わずと知れたソニー･ロリンズの

みならずジャズの名盤です.次々と

紡ぎ出される流れるようなアドリブ

は驚きです.プリプリとしたロリン

ズのテナーの音をリアルに再現して

くれます.この豪快な音もロリンズ

の魅力の一つです.最近は,この頃

の神懸かり的なアドリブが聴けない

のが残念です.

本機と組み合わせることにより,

JX 92はその能力がさらに拡大した

感があります.それにしても大形ス

ピーカは小出カアンプで良く,小形

スピーカは大出カアンフが必要とい

うのはなにかしらアンバランスな感

がしてなりません.
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