
名機の回路を検証する(1 04)

ダイナコMARK-Ⅲ

6550プッシュプル
60Wltワ-アンプ[原櫛]
渡辺直樹　wATANABE Nooki

今月は米国のダイナコのMARK一皿を検証する,同

社では,キットを考慮して増幅部･位相反転回路部

をプiノント基板化し,組み立てやすく安定した回路

構成としている,出力段はビーム4極管6550

(KT88)の固定バイアス型プッシュプルで. UL接

続を採用.高域補整はプリント基板上で実施,外観

はシャシー本体とシャシー底板およびボンネット部

分の構成でほぼ立方体.試聴では電力容量に余裕が

感じられるためか音がゆったりと出てくる感じだが,

ソースによってはかなりシビアな鳴り方もする,

ダイナコの真空管アンプ

ダイナコ(Dynaco. In°.)は,

低価格の米国アンプメーカーとし

て知られています.製品は主にキ

ットとして販売していましたが,

同機種の工場組み立て済みアンプ

も販売しています.

1960年後半には半導体使用の

STEREO 120 (60WX2)という

メイン(パワー)アンプや, PAT-

4というプリアンプも発表してい

ました.半導体時代に入ると,

STEREO 400MA (200WX 2)荏

どの大出力型アンプも製作してい

ます.

ダイナコの創業者であるデビッ

ト･ハフラーは,米国のトランス

メーカーのアクロサウンド(UL

接続用出力トランスの開発で有

名)の中堅的技術者であり,同社

から独立した初期に発表したパワ

ーアンプがEL34プッシュプルの

MARK一皿です.出力トランスに

はアクロサウンドの出力トラン
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スA-430を使用し,好評を博した

そうです(図1参照).

工場組み立て製品と同レベルの

アンプを,多数の人に組み立てら

れるように考えられたのが,込み

入った電圧増幅部･位相反転回路

部をプリント基板にしてしまうと

いう方法でした.この方法は特許

を取得しており,これにより同
一･同性能のアンプを多数の人が

キットとして購入し,組み立てて

使用できるようになりました.当

然,価格も低く設定されています.

この方式で発表されたアンプが

MARK一皿とMARK-Ⅳです.

プリント基板には｢DYNACO.
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【図1】ダイナコMARK-Ⅱの回路図(参考)
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[表1i　ダイナコの真空管式パワーアンプ

- 鐙�itHｴ�ﾔ��鰹i 鐙ｼ噂･x甁� ���(颶ygﾂ��c｣ｲ�__讃類題 ����i��d��ｸｽ��依���� 

STERE035 �5�6X8ﾈ4��eBQ5ppX2 ��r綛��"� ��1 ��6 

STEREO70 �5�6X8ﾈ4��2調4ppX2 �3X��"�A-470 ��1 ��14 

MARK-Ⅱ �8(6ﾒﾘ8�8ｲ�EL34pp 鉄��A-430 ��1 ��7.5 

MARK一皿 �8(6ﾒﾘ8�8ｲ�KT88pp 田��PT-0136A ��1 ��13.5 

MARK-Ⅳ �8(6ﾒﾘ8�8ｲ�とし34pp �3R�A-470 ��1 ��7.5 

MARK-Ⅵ �8(6ﾒﾘ8�8ｲ�8417p.pp ��#��454354 ��1 ��25- 

注1) MARK一皿の後期製品はKT88に番えて6550 (6550A)が使用されている.
2) MARK一皿, Ⅳ, ⅥおよびSTEREO 70は電圧増幅執こ特許取得のプリント基板を使用.

3) MARK-Ⅶの寸法はハンドルを含まず.
4) MARK-Ⅵの出力段構成は8417のパラレルプッシュプルである.

5)わが国でもっとも多く使用されている機種はMARK一皿とSTEREO 70である

PATENTED｣とプリントしてあ

ります.

MARK-Ⅳは, MARK-Ⅱをプリ

ント基板化したアンプで基本的

構成はほぼ同じですが,若干の改

良が行われています.最も大きな

改善は,出力トランスをA-430か

らA-470に変更したことです.こ

のトランスは,当時非常に賞用さ

れた製品です.

ダイナコでは,ステレオ時代の

アンプsTEREO 70にもこのトラ

ンスを使用しています.電圧増幅

部の3極5極管はdAN8を71 99
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に変更しています.また, B供給

電圧を低めに抑えて,出力35W

としてEL34に余裕を持たせた動

作にしています.

そして出力管のバイアス電圧の

調整を行えるように, EL34の共

通カソードとアース間に13.50の

抵抗を挿入しています.この抵抗

の両端の電圧(つまり,カソード

電圧)を1.53Vにバイアス調整用

の可変抵抗器を調整すれば出力

管のバイアス電圧が適正になりま

す(1.53Vは単1乾電池の初期電

圧です).

MARK-Ⅳの出力を大きくする

ために,出力管をKT88 (6550)

に変更したパワーアンプが本稿

で扱うMARK一皿です.当然,也

力トランスは1ランク上位のPT-

0136Aを使用しており, GOWの

出力を得ています.細部において

は若干違いますが,基本的回路構

成はMARK-Ⅳと同じです.

MARK-ⅢもMARK-Ⅳもとも

に, MARK-Ⅱでは行われていな

い高域補整をプリント基板上で実

施しています.

STEREO 70は, MARK-Ⅳの
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名機の回路を検証する(104)

ZTO-O195

【図31ダイナコMARK一皿原機の回路図

摺幅部を2組同一シャシーに搭載

し, 1回路の電源部で動作させて

います.当然,出力トランスはA-

470を使用しています.ただし,

電源回路はMARK-Ⅳより大きい

電源トランスを使用し(PA-135

をpA-060に) ,整流管もGZ34を

使用しています.

低ドライブ電圧で動作する大型

ビーム出力管8417がRCAから

発表されると,パラレルプッシェ

プルの大出カアンプをキットとし

て発売しています.

このアンプの電圧増幅部と位相

反転回路は7199を1本使用した,

MARK-Ⅳとほとんど同様なプリ

ント基板です. 8417はドライブ

電圧が低くても充分動作するので,
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このように簡単な回路で実効出

力120Wが引き出せます.

以上のダイナコの真空管式メイ

ンアンプを表1まとめます.こ

れ以外にも,モノ-ラルアンプで

80W出力のMARK-Vがあったと

聞きましたが確認しておりません.

コストパフォーマンスの高いダ

イナコの真空管式パワーアンプは,

当時広く愛用されていました.

筆者が本誌に紹介し, ｢HI-FI

追求:リスニング･ルームの夢｣

に掲載された大阪府枚方市の奥村

氏のシステムのブロックダイアグ

ラムを図2に記載しますが,重

低域より高域まで4チャンネル方

式で,重低域にはL/R合わせて4

令,中低域以上の3チャンネルに

はし/R合わせ各1台と合計7台

のSTEREO 70が使用されていま

す.コンクリートホーンは苦労し

て自作されたとのことです.

50畳のリスニングルームとし

て作った建物とシステムですが,

知人たちの要望で,開放して音楽

喫茶となったそうです(筆者が

MJの編集者と訪問したときには

まだリスニングルームでした).

喫茶店の店名は｢ブルーライツ｣

(本誌1981年10月号参照).

以上の例からも,ダイナコの真

空管式パワーアンプに人気があっ

たことが察せられます.

原機の回路

図3は原機ダイナコMARK-Ⅲ
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【表2]原機のパーツリスト

- �延討� 

真空管 田SS��2 1 1 杯R�

eAN8 � 

6234 刄�ラード 

セレン整流器 �#�ﾔ�w��1 ��

OPT ��Bﾓ��3d��1 1 1 �5�486�5"�

CH �4ふ�3����5�486�5"�

PT 払C�ﾓ��迭��5�486�5"�

器;×:+)525 ���"�スプラーク(ブロック型) 
50′`F150V 刄Xプラーク(チューブラー型) 

0_25′(F600V �"���スプラーク(チューブラー型) 

0.1/.F600V 刄Xプラーク(チューブラー型) 

0.02′(F400V ���スプラーク(チューブラー型) 尭り 

390pF1000V 750pF500V �������サノカモ(マイカ王) サンガモ 

12pF500V 刄Tンガモ 

可変抵抗器 ���ｵ��1 ��

固定抵抗 ����ｳ#��r�1 1 �5ｨ8�986r�

680()1W � 

1kOIW ����� 

6.8kQ1W � 

[表3]使用真空管規格と動作例

- ��∴青置 ��

固定抵抗 ��1 2 1 1 ��18kQIW 47kQIW � 

4701/2W � 
6800112W � 
1kQ112W �2��� 
47kQ1/2W � 
100kO1/2W �"��� 
270kQII2W � 
470kQ1/2W ����� 
1.5MQ1/2W � 

他の部品 ��1 4 12 1 1 1 1 1 1 1 1 �8(�ｸ8ｸ6�B�

モールド製 

入力用競子 出力用ターミナル板 1LIP立て型ラグ板 �4P スライド型 

差し込み付き 

シャシー � 

プリント基板 �����プリント基板図4参照 

- ��∴ 陶�r� �� �� ������Δ�:∴ 顔 辻�饗讃 侭yR���"��Δ� 

6550 �6I|ﾙ�ﾙYﾙw��6.30.1.6 �#S��250 蔦�B�140-ノ150 ��"ﾓ#��26ー5×2 23×2 33×2 免ﾂ�12 27 A:〟 ��C��ﾓ�"��1.5 3 4.5 3.5 5 ��"絣�#��C��SR�����6 ��

ビーム4極管 嫡�2����$�������#%����400 400 400 600 �##R�3���#sR�3���C���-16.5 -23 -33 塔rﾓ��R��cbﾓ�������ﾓ#s�����ﾓ#���4-18 7.5-39 9-44 3-33 �9 -175m 

UL(ABlpp) 3給(AB100) 鼎S��CS��c���蔦C��ﾓCb�150-220 最大値 之�ﾓ#��b�48×2 46×2 Ik 劔3.3 4 g1=8 都��#���8ﾈｲ���3R�

注1) 6550と差し替えて使用できる真空管: KT88 (GEC).

注2) UL(ABIPp)の場合のIp+l92は3結(ABlpP)とは(潤し

箋綴綴i＼ �� ��∴毒口言∴∴十万:∴宣∴∴:お:∴宣∴∴∴∴l':∴五言∴∴∴.∴ 

eAN8 �6H�9�ﾙYﾙw��6.30.45 �8ｼ嫡��200 亦ﾓi?｣6俣5�6店�ｳsV��末亦�

(6ArmA) �8ｼ店ｼ豫r��300 俐Y�Y&ﾃ"綯�

5桓(A �#���3���150 200 傲C"繩#b�*#3��*#���#�綮#"�

:∴ ( �� ���(����� ��強 

cZ34 ��9Fy�騷ﾉw���3(ｼ豫r�51.9 C入力 鼎���S���250 200 田��c��10 10 ��#R��sR�

L入力 鼎S��S���250 250 ����

6550

KT88

6AN8
6AN8A

GZ34

5AR4

注3)旺LECRONiC UNiVERSAL VADE-MECU川の1964年版より抜粋.

困難ですので,補修にはシリコン　　動作例中のプレート電流とスクリ　　ますので同社製もしくはアクロ

ダイオードを使用しているのか現　　-ングリッド電流の合計は, 3極　　サウンドが受注生産した製品と考

状です.　　　　　　　　　　　　管接続時とだいたい同じです.　　　えられます.

使用真空管の規格および動作例　　トランス類は, 3個ともダイナ　　トランス類の仕様を図13に示

を表3に記載します. UL接続の　　コの型番とロッド番号が入ってい　　します.図14は出力トランス

732 MJ



r表41試聴時使用の機器と音楽ソース

○試聴時使用の機器

1. DVD/CDプレーヤー:三菱製

DJ-VP250

2.スピーカーシステム:アルテック製

612Cモニター. 604-8G同軸38cm

○試聴ソース(CD)

(A)オーディオ･スケンカート,ドイツ盤

オーディオチェック用CD

ポノグラム. CD-101001

(B)アストル･ピアソラ用アディオス･ノ

ニーノーライフ』ピアソラ五重奏楽

団. ｢アディオス･ノニーノ｣ ｢リベル

タンコ｣他,ビクターエンタテインメ

ントViCC-60451

(C)テビット･べノア1 『オーケストラ

ル･ストーリーズ』アメリカン･シン

フォニー･オーケストラ.他｢911｣

｢ケンタウルス&スフィンクス｣､ビク

ターエンタテインメントViCJ-61285

(D)ジュリー･ロンドン､ 『ジュリー･ロ

ンドン』1 ｢I LEFT MY HEART iN

SAN FRANCiSCOJ ｢vAYA CON

DiOS｣他､東芝EMi TOCP-9051

(D　その他

20Hz - 20kHz (無歪み)

入力感度:

60W出力時1.6V,ms

残留ノイズ:

定格出力時90dB

重　量: 12.5kg

試　聴

原機の試聴に際し,入力用可変

抵抗器が付いていないので,原機

の前にTKDの20ポイント/50kJl

のアッテネ一夕-2個を使った2

チャンネルのゲイン調節器を作成

し,プリアンプと原機の間に挿入

して使用しました.

原機は, 2か所の友人宅に合わ

せて15年ほど出張していました

ので,今回の検証作業は良いオー

バーホールになりました.

今回は2台のMARK一皿を検証

(オーバーホール)しましたので

ステレオ仕様で試聴しています.
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ダイナコのアンプの音を一口に

よくウオームトーンといいますが,

今回の検証作業による測定結果を

見ますと,決して甘く柔らかいだ

けの音ではないことが想像されま

す.

実際に検証作業を終了し,重源

電圧が117Vであることを確認し

て試聴しますと,結構シビアな鳴

り方もしています.

出力トランスのコアボリューム

が大きく,電力容量に余裕が感じ

られるためか音の出方が,ゆった

りと鷹揚に出てくる感じなので,

そこがウオームトーンといわれる

のでしょうか.試聴ソースによっ

ては,かなり厳しい音が出てきま

す.

表4が今回使用した機器および

ソフトウエアの一部です.

ソース(A)は楽器の単独演奏

もあり,各楽器の音色を聴き分け

ることができます.

ウッドベース,ファゴット,ア

ルトサックスなどの低域部も明瞭

に出ています.ピアノ演奏では,

スタインウェイとベーゼンドルフ

ァーの低域部の違いがわかるよう

な気がします.音楽をやっている

友人によると,力強さと響きが違

うそうです.

パイプオルガンの演奏では,低

域では全面が一体になって押し寄

せてくるような感じがしますが.

高域は透き通るような感じで鳴り

ます.ヴイプラフォン,ヴァイオ

リンその他の楽器演奏も,楽しく

鳴ってくれます.概して低域が大

らかに出てきますので音が少々

太めに感じるようです.

各種,自動車の排気音もフェラ
ーリやポルシェの特徴も出ていま

す(車好きの友人の弁).

ソース(B)はアストル･ピアソ

ラ指揮のピアソラ五重奏楽団のタ

ンゴ演奏です.

楽器は,ご存じのようにバンド

ネオン,ヴァイオリン,ピアノ,

コントラバス,エレキギターが参

加しています.

このCDに関する批評は,本誌

昨年11月号の｢JAZZ&POPS｣

に掲載されていますから参考にし

てください.この｢ピアソラの至

宝｣シリーズは現在5タイトル発

売されていて,本誌に紹介されて

いたのはN0.2でした.購入して

今回の試聴ソースに加えましたが,

非常にドラマ性の高く感じられる

タンゴです.表4に入れません

でしたが, 5曲目は特に楽しく聴

くことができました.すぐ残り

の4タイトルも注文してしまいま

した.

このように,試聴の際に音を度

外視して曲に聴き入ったのは久し

ぶりでした.あまり気に障るよう

な嫌な音はしなかったといえるこ

とでしょうか.

ソース(C)は,ピアノ･トリオ

とサックスを基本としてオーケス

トラをバックにした演奏ですが,

ソース(B)と違った広々とした

スケールを感じます.

ソース(D)は, (A)の試聴の

感じから,ジュリー･ロンドンの

口が大口になるのではないかと心

配しましたが,そのようなことは

ありませんでした.しかし,バッ

クが少々大人しくなったような感

じかしました.

結果的には,イージーリスニン

グ的に安心して楽しめる音で鳴っ

てくれるようです.ただし,友人

の中には｢音の立ち上がりに不満

がある｣といっています.

現行の損失の少なくなった出力

トランスを使用すれば,この友人

の不満も消えることと思います.

MJ




