
出力トランス付きでCDの音質が生まれ変わる

6V6草曹ラインコントロール
アンプ
松並希活MATSUNAMi Kiy｡kdZg

ピュアな音質を求めて, CDプレーヤーのアナログ

出力を入力ボリューム付きのパワーアンプに直結し

たり,フェーダーかソクスを使用するマニアが多い.

しかしその反面音が痩せる場合もあり,近年はプil

アンプが見直されている.筆者は以前にもCD用の

シンプルなラインコントロールを発表しているが

今回発表するアンプは回路を踏襲しながら,作りや

すさを求めてビーム出力管6V6と出力トランスを組

み合わせている.適切なゲインと低出力インピーダ

ンスにより, CDの音楽を延らせるアンプだ.

誰でも作れる,

軍曹ラインアンプ

MJの1999年3月号で単管ライ

ンアンプを紹介しましたが,その

ときの回路が図1です. WEの4

極出力管43eAを使用して,旧タ

ンゴのNP-8ライン出力トランス

で. 6000または1500で送り出し

ています.

シンプルなアンプなので多くの

方が製作されましたht', ｢真空管

によってはノイズが出る｣ i-ウ

リングが出る｣ ｢43eAの入手が

困難｣などの‡諸商が寄せられまし

た　市場にある43eAはほとんど

が抜き球なので　特性のバラつき

も多かったようでした.また新品

は1本2万円などと,途方もない価

格で売られていたこともありまし

た.これではシンプルアンプとし

てば　製作費が高くなり過ぎます.

そこで今回は入手しやすく,し

かも音質の良さに定評のあるeVe

を使用してみました.昨年10月の

ヒアリング会に使用したり,今年
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2月のヒアリング会にも使用して

みましたカ･',想像以上によい音質

でCDを鳴らすことがで5,ヒア

リング会の裏方として活躍してく

れました.

今回のラインアンプの製作費は

約6万円,製作も容易で　実体図

も書いておさましたの7.,初心者

やマニアにも充分満足していただ

けると思います.

前回と異なる特徴

まずアンプのケースです.前回

のケースでも良いのですが,初心

者も手を出すとなるとケースがや

や小さいので　画調きゃブl)ッジダ

イオードの取り付けが少々複雑で

困難かと思いまして,同型のタカ

チ製で横幅が1. 5倍広い側面ウッ

ド付きのケースを選びました.

タカチのケースは組み立て式に

なっていますので　送られて来る

梱包は小さくまとめられています.

写真でご覧のように,見た目も悪

くありませんし,側面にウッドを

使用していますので,温かみのあ

るアンプを製作することができま

す.またフロントパネルとリアパ

ネルがそれぞれ外れますので･,加

工も楽です.

ただし前回もそうでしたが,中

シャシーも販売されているものの,

底からの高さが20mmくらいなの

で　低すぎて本機には使えません.

そこで前回と同様に,写真のよう

なサブシャシーを作ってもらいま

した　さらに今回は多目的アンプ

として,入力回路を3系統(実機

では2系統)にしてあります.こ

れによってフォノEQや, CD/

DVDプレーヤー,今話題のアッ

プルiPodなどと,使い分けでき

るようにしました.

今回は入力調整用VRは　東京

光音電波製の50kJlまたは100kO

(A), 4連でシールド板付きの高

級VRを使用してみました　これ

は簡易型定インピーダンスVRと

なりますので　従来のように音量

を絞ったときに起こる-イ落ち現

象力軽減され　透明な音質を得る

ことができます,
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[図1] wE436A単管ラインコントロールアンプ(1993年3月号)

そのほかに,フロントパネルの

配列は,前回は電源SWにランプ

付き押しボタンを採用しましたが

今回はロータリーSWと並べて半

回転SWを採用し,見栄えにも配

慮しています.

以上,前回と異なる点を述べま

した.

本機の回路構成

回路は基本的には　前回と同様

の単段増幅です.前回はWE43e

Aを,今回はビーム出力管eVeに

変更しています.送り出しはピン

コードを長くしても-イ落ちしな

いように低インピーダンスにした

いので　ライン出力トランスを使

用して, 6000および150mと2回

路の出力を設けています.従って,

使用するパワーアンプの感度が高

いときは150偶　逆に感度の低い

アンプには6000を使用すれば便

利と思います.

本機のケイン(利得)の予定は約

2倍です.ラインアンプはEQア

ンプと違って大きなゲインは必要

ありません.簡単に言えば　イン

ピーダンス変換器(ゲインOdB)ど
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思ってください.例えばCDプレ

ーヤーをパワーアンプに,ダイレ

クトに接続して聴く人が多くおら

れますが　音量調整をパワーアン

プの入力VRで行いますと, VR

の位置が,時計で言えば8- 9時

(パワーアンプで異なる)くらいの

位置で聴く人が多くおられます.

これですと,入力VRが250k

-500kOと高い場合-イ落ちし

てしまいます.

最近はダイレクト接続で聴く人

が多いため,入力インピーダンス

4連型のボリュームを使用して定インピ
ーダンス型の入力回路を構成する

は低めの50k-100knくらいが多

くなりました　それでも不思議な

ことに,本機のようなラインアン

プを通して聴きますと,音質は生

まれ変わります.ェネルギ-感も

増し,奥行きのある音質で聴くこ

とができ,使いだすと手放せなく

なります.

増幅段は1段ですから, NFB

(負帰還)はあえて使記しません.

あまりワイドを特性にしますと,

真空管の良さがなくなり,厚みの

ないつまらない音になるからです.

今回のアンプも整流回路は真空

管式としましな温かみのある音

質が狙いです. eVeのヒーター

は　パワーアンプでしたらAC点

火で使いますが,本機のようにパ

ワーアンプの前段に入れるアンプ

ですと,仮に残留ノイズが0.5

mVでも,ゲインが20dB(lo悟)

のパワーアンプに接続しますと,

ノイズが0.5mVX10-5mVにも

なって聴きづらくなり,透明感も

失われますので　DC点火にする
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[図2]本殿6V6単管ラインコントロールアンプ

必要があります.

DC化するにはブリッジダイオ
ードを1勘,ますが., SBD(ショッ

トキー･バリア･ダイオード)の

使用は欠力せません

今回使胴したサブシャシーには

余裕がありますので　ブロックコ

ンデンサーも取り付けました　以

上の構成を盛り込んだ回路が図2

です.

本機の使用部品

ケースは先に述べたように,ゆ

とりのあるWS-133-20-33Sで

天板と底板は黒色,フロントとリ

アパネルはシルバーになっていま

す.本体はW220XH133XD332

mmで自重3kg,本機にはピソタ

リの大きさです.サブシャシーは,

器用な方なら1.5mmアルミ板で

加工できるでしょう.加工できな
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い方は,美獅真BF(TELO44-

788-5531)に依頼するとよいでし

ょう.

電源トランスは　前回は旧タン

ゴのPH-120でしたが,現在はあ

りませんので･,これに替わるもの

としてはISOタンゴのPH-185が

あります.チョークコイルはTC

-10-130W,ライン出力トランス

は,前回はNP-8(10kn : 6000/

150tl)でしたが,これも現在は発

売されていませんのでISOタン

ゴのNP-126を使用します.この

トランスはいろいろな使い方ので

きるトランスで　2次側の使い方

で1次負荷が20kn/10k(部こなり,

1次は2巻線になっているのでプ

ッシュプルにも使え, 2次側は

6000/1500になる万能型トラン

スです.図3がNP-126の規格表

です.使い方は製作の要点を参照

eV6×2

してください,

本機の使用パーツは良いものを

選んでいます.特に入力VRは前

項でも述べました753',音質を考え

て東京光音電波のシールド板付き

の50kmまたは100kn(A)4連4

CP-2508Sを使用しています.千

算の少ない場合はコスモス2連50

kt}または100kQ(A)を使用してく

ださい.

ケースの寸法に余裕があるので

B電源の平滑回路にはニチコンゴ
ールド, 100+100/lF/500Vのブ

ロックコンデンサーを使用してい

ます.また整流管とチョークの間

に入るコンデンサーは, ATOM

の20flF/500Vのチューブラーコ

ンデンサーを使用して,エネルギ

ーの補給に寄与しています.

入力切り換えSWはアルプスの

M-43で　4回路3接点1段です.

ら∨ら用のGT管ソケット(US8P
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[図6]入出力錆子まわりの配線

6V6

[図7]ヒーターの配繰

ります. 17VくらいまではlkHz

サイン波形がきれいに出ています.

図1 1が本機の周波糞鰹戸陸です75･',

単管無帰還でも30Hz-35kHz

は-ldB以内に収まっています.

ちなみに-3dBでは10Hz-60

kHzをカバーしています.これ
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[図8]ライン出力トランスNP-126の配線

はNP-126の性能の良さの証明で

す.

図12が高調波歪率特性です.過

常使用する出力では0.08%, lV

時でも0.3%です.単管増幅で無

帰還アンプとしては上々と思いま

す.昔はEQアンプやカセット,

FMチューナーなどが主でしたの

で,フラットアンプの利得は2段

構成で　20dB(lo備)以上あり,

NFBを掛けていましたので　周

波数特性や歪率ももっと低かった

のですか, 2段構成にしますと高

感度になり過ぎるので　CDの出

力も大きいためかえって使いづら

いようです.

さてお待ちかねの本機によるヒ

アリングですが　前回の1号機

MJ
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方形波応答特性

(eVe改造)に比較して,透明感

は上がりました　ピアノの余韻も

ヴァイオリンの弦の響きも,本機

に軍配が上がりました.この澄み

切った音は, ①新しいライントラ

ンスの良さか, (94連VRを使っ

たおかげか, (9-タマタ私の腕の

良さのせいか,この結果は読者に

お預けとしておきましょう.

確かに4連VRは小音量にして
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[図12]出力電圧対高調波歪率特性

流行のアッフルiPodと組

み合わせると,想像以上

の音質が得られる

ら, -イ落ちしません.これでも

っと価格が安ければいいのですが.

普段持ち歩いているiPod/miniや,

最近増えてきたSACDやDVDプ

レーヤーにも対応するラインアン

プに仕上がりました　しいて付け

加えれば　私の好みから,もう少

し中城の厚みが欲しいと思いまし

た.

使用するパワーアンプによって,

音像が後ろに下がったり違和感の

あるときは,スピーカーの端子

を士道(L/Rとも)に繋いでみて

ください.こうして聴いた方が良

いときは,前項でも述べたように,

出力トランスの1次側を逆に繋げ

ば位相も逆になり,正常に聴けま

す.

次回はミニアンプシリーズ

VOL･2として, ECL86ppを紹介

します.
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