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●最新嘉空曹情報

作

実体配線図で部品配置，2A3Wシングル・…　・i・i・・・竹森　7－　7
ファインメット・コア・トランス使用WE275APP…・…・新　7－19
●ハイブリッド・シil－ズ

SEPPでドライブ2A3ハイブリッド・アンプ・……　　　　7－28

トランス醐2A3シングル“ハイブリッド・アンプ……・・　8－44

自作トランス2Agプッシュプル・ハイブリッド・・・　　10－18

6CAlO／6CA7プッシュプル・ハイブリッド・アンプ……11－21

中型管が8本も林立1626プッシュプル……………………長島　7－36

6DJ8パラSRPPヘッドホン・アンプ……………………玉置　7－48

スイッチング電源を採用した50EH5プッシュプル…・・・・・・新　8－　7

動こらみ真空管論／メタル管6L6プッシュプルii・・可、倉（浩）8－15
オペアンプ・ドライブEL805プッシュプル………………池田　8－54

オペアンプ・ドライブ6AS7GX6SEPP－OTL・………・・池田10－58

カー用高性能ユニットによる3ウェイ・ユニウェ一九…・高橋　8－58

3極管アンプの基本45シングル・アンプ（lX2）……竹森　9－17，10－　9

ファインメット・トランス使用PE－1／100（OS51）S・・・ii・長島　9－26

ファイン●メット・トランス使用6V6シングル……‥・・ii長島10－42

既存アンプのMFB化への挑削1〉……………………………木嫁　8－26
UHC－MOSパワーアンプのMFB改造……………………木塚10－30

スピーカ・システムの改造とMFB化の実際…‥i…………木塚11－30

5・lch用チャネル・デバイダの製作　……………………‥i木嫁12－29

抵抗もコンデンサもなし！6N30Piプッシェプル…・・長屋10－52

KT‾88シングル・ステレオ・アンプ………………………那須11－　7
マグノーパル管6JA5プッシュプル・ii　　　　……長鳥11－41

変形SRPP＋カソフォロ・ドライブ838シングル　………足技11－52

トランセンチント・サウンド社のキット6550シングル・・・丹野11－58

3謹啓接続で2A3に迫る音質6JA5シングル………i……長島12－　7

MOS‾FET2石で椿成定電流型SRPPアンプ……………山崎12－19
20cmフルレンジGIP4189用7VフィールドSP電源……新12－40

低電圧駆動0バイアス動作6C66C－BシングルOTL…i・・池田12－46

実　験　　と　　解　説

クロスオーバのオーバラップを広くする……………………高橋　7－誠
AFB用アダプタを作る（2） 魚田　7－132

シングル・アンプ完全理解への道………………………・i・・・竹森　8－37
回転2粟双曲面レフレクタの試作／その後…‥i……石嫁　8－148，12－59

ロー・コストで楽しむ中古CDプレーヤの改造…・i…i・．一一・・氏家　9－39

祝7mmマイカ振動板採用40dBMFBトウイ一夕完成・・・子機　9－48
ジンガリ・システムの単発サイン波応答……………………高橋　9－32

2A3シングルと音質比較6CA7シングル　…………・i…・山崎i　9－　7

直熱管2A3と傍熱雷6L6GC，KT66，6GB8を比較…山崎　9－127

ゴトウユニットのドライバを双頭化…………………………山口　9－132

2次フィルタできれいなサイン波応答が得られるか………高橋10－132

フィルタレス・デジタル・アンプの実験i…………………ii中川11－127

才プソティス用ウープア3度目の改良ii……………………・高橋11－135
サラウンド・システムの改良（1） 高橋12－56
バ‾デイかレ●ツイン式ミッド・バス用エシクローシャ…竹内　9－56
トウイーク4つも縦長球面配置 竹内10－126
ユニットの多運装方式では耳の位置が重要…‥i・　‥…‥竹内12－52
パイオニアPD－D9SACDプレーヤ・……………‥能村・加古　7－126

オーディオ用にも使われ出したMEXCELLとはii………・上村　8－126

ビクターSX－M32ウェイ・システム　……………北岩・尾形　9－119

フオステクスNF－4Aニアフィールド・モニタ・・・佐藤・横森10－121
フオステクスG－2000スピーカ・システム

乙訓・金井・佐諒・林11－119
ビクターSX－M7スピーカ・システムi…………………i・北岩12－133

●第8回「RGAAクラブー一昔の展覧会」出展作品

①全平面システムを自ざして超大型クープアを作る…ii・油田　8－129

②喧煎管と傍熱管の音の違いを同じ回路で検証i…………山崎　8－134

③12m長ホーン負荷16cmタンデム・スピーカ………芹澤　8－140

数字　は　2－13　は

2月号13ページの意

ロシア製Tu喝－So16L66復刻版（後編）………………………7－75

ロシア製TunrSo16L6G復刻版（完）・・・…　　　　　　…i8－77

ロシア製Tung－So16L6GSTR（前編）…………………………9－75

ロシア製Tung－So16L6GSTR（後編）・i　　　　　…・10－76

ロシア製GenalexKT77復刻版（前編）………………………11－75

ロシア製GenalexKT77復刻版（後編）i……………………‥12－75

●夷蹟・生録テクニック

（157）XLRを始め，コネクタについての常識を知ろう…………7－92
（158）あると便利な変摸コネクタやケーブル類…………………・ii8－98

（159）最新レコーダとマイクでJR只見線を錬る・・・‖………………9－98
（160）ローランドR－444ch SDレコーダの完成度…・・・…10－94

（161）ローランドR－444dポータブル機を8chで使う………11－92

（162）東京・浅草／本質寺15年は及ぶコンサートの軌跡・・i……12－92
●カートIlッジの結

（212）ェラック55シリーズ

（213）シュアM－75ED
7－139

8－152

（214）オルトフォンSPU－GTのステップアップ・トランス……9－144
（215）光悦ブラック
（216）エンパイア1000Z／XE

●オーディオ計測の散歩道

11－150

12－144

プリント基板の配線間誘導（5噺・・　　　　　i…7－142，8－155
FFT分析で音の違いを見る（lX2〉・………………………‥9－155，10－149

スピーカ●ケーブルによる音の遠い（IX2）………………11－153，12－147

読　　　み　　　も　　　の

2008巷のハイエンド・オーディオ・ショウ・レポート・・小宮　7－59

誰も知らなかったJBLの話「J・B・ランシンク的副刊行iii・・・7－74

素材の性能は私にとって未開の世界‥i……………………・ii足技　8－119
東芝電子管デバイス㈱訪問記

●「私のilスニング・ルーム」第453回
自作アンプはすべて無帰還

●新・な観音喜再生輪

小倉12－119

小林　7－119
宮原

モノーラル再生で得られていな感激はどこへ行った？・i　…・9－136

「音の新文化創生」情報マイスターになろう・…………………‥10－136

音の空気感・凄味・鳥肌感を実際に再現するシステム…………11－136
●オーディオ徒然草

（96）「クラシック名曲初演＆初録音事典」………………………7－98

（97）再び，三たび，ピアニストのタリアフェロについて…・ii…8－98

（98）レナルデイ／ブラームス：ヴァイオリン協奏曲のSP盤……9－98

（99）フォノ・イコライザから出力管までオール喧熱雷……i…・10－100

（100）2008年サイトウ・キネン・フェスティバル松本は
マーラー：第1番

（101）英デッカFFRR初録音のチャイコフスキーの第5番・・…12－98
●スクランブル・レポート

No・1438：ジンガリ1．122ウェイ・システム……‥i…高橋　7－88

Noi1439：PASSXP10プリアンプ………………・i・五十嵐　7－90
No・1440：オーディオテクニカATH－OC9ML／

IIMCカートリッジi…………………………丹野　8－87

No・1441：デジタルドメインD－laDAコンバータ……高橋　8－88

No・1442：ユニゾンリサーチP40プリーメインi……五十嵐　8－90

No・1443：DALIHELICON400Mk2LE・ii……………高橋　9－88

No・1444：チノンRCD－CXlスーパ一・オーディオ
CDアンプ 五十嵐　9－90

No．1445：アキュフェーズM－6000

モノーラル・パワー・アンプ………………・i高橋10－89

No・1446：マランツ5003CDプレーヤ　…‥　・……五十嵐10－92

Noi1447：マランツPM7003／8003プリーメイン・アンプ

SA7003／8003SACDプレーヤ……i……高橋11－87

No・1448：PASSSR－1スピーカ・システム・・i・……・五十嵐11－90

No・1449：フオステクスG2000スピーカ・システム・・・高橋12－88

No・1450：マランツSA15S2SACDプレーヤ・ii…五十嵐12－90
●ONLYNE PRODUCTS

WE275Aプッシュプル・パワー・アンプ……………‥i新　7－115
g蒜蒜謹書謂無詰∴∴隷書∴㌶㌶霊1
㌢㍍・・．…∴籍盤
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開放磁界型ステレオ・カートリッジ…・i…………………・大沢　8－115

第8回RGAAクラブ展覧会………………………‥iii編集部　8－116

50EH5プッシュプル・パワー・アンプ　………………‥新　　8－118

6CAシングル・ハイブリッド・パワー・アンプiiiii…山崎　9－115

PE－1／100（OS51）シングル・パワー・アンプ　…ii…長島　9－116

を17mmマイカ振動板～40dB MFBトゥイ一夕・i・iii…千載　9－118

6V6シングル・パワー・アンプ……　　　　　‥i…・長島10－117

45シングル・パワー“アンプi………………………・iiii竹森10－118

既存UHC－MOSパワー・アンプのMFB改造・i……‥i・木掠10－120

6JA5プッシュプル・パワー・アンプ　…………………長島11－115

KT88シングル・パワー・アンプ　………………………那須11－116

6550シングル・パワー・アンプ・キット　……………‥i丹野11－118

SRPP・定電波型パワー・アンプ…………………………山崎12－115

フラット・アンプ搭載のチャネル・デバイダ…………‥木坂12－116

6JA5シングル・パワー・アンプ　………………………長島12－117

アムトランス6dBアップのトランス内蔵コントローラ………12－118

●復刻シリーズ

ハイファイ・アンプ用のパワー・トランス（1956年1月号より）

金井　7－154
シリーズ・タップ出力トランスの構造（1956年8月号より）

冷間圧延コアーと出力トランス（1957年11月号より）

クロスシャント回路のロー・コストHi－Fiアンプ

（1954年12月号より）

金井　7－158

永田　7－161

武末　9－156
プリアンプにNFは不要だ（1955年8月号よの　……瀬川　9－161
滴出力管出現／　超宙熱性アンプ（1957年3月号より）

商　10－158
シングル・エンドのプッシュプル回路（1952年6月号より）

林・富田10－162
スピーカからみたネットワークの条件（1970年3月号より）

山室11－162
座談会／恐るべき低レベルひずみ（1962年1月号より）

春日・北野・永田・岡原12－158
●クロストーク

ニッカド電池4半世紀の使用記録・i・i・i……………………榔瀕　7－146
NHK技研の公開を見て
オーディオよ，頑寂れ

服部　7－150
梨本　7－151

◆第8回－RGAAクラブ「音の展覧会」特集……………………8－160

未完の大器一一一平面ユニット・システム……………‥可＼汀　8－160

会員諸氏との交流も楽しみの1つii……………………・三橋　8－162

大沢カートリッジの音に感銘…i…　　　　　ii…‥柳原　8－162

どれをとっても完成度の商い作品ばかり…i　　……・石稼　8－164

国産管球ラジオを80台修理
ニセ球あれこれ

人間の五感は千登万別

音質評価の言葉の統一を
基礎は難しい

池内　8－165
津田　9寸52

小笠原　9－153

服部　9－154
中村　9－154

独自の情報を積極的に発表してください・・　　i・i…・梨本10154

5000円のDⅥ〕プレーヤの音にびっくり　……………小田倉10－156
国産初の鉱石ラジオは感激

もう改善“改良はいらない

評価は長時間試聴で

相浦11－157
中村11－158

小田倉12－151
MicoDVDプレーヤを買いました…………………………伊顛12－151

ブルーレイ・オーディオ・ディスクを一……　　i……林12－152

飛3もどき全6F7スーパーラジオを作る・…　・・…ii津田12－153

現実は妥協の産物です 井田12－155
●連戦：私のレコード遍歴
名盤・迷盤・珍盤・掘り出し盤etc．

i・・・iii足技・小宮・戦闘・石塚　7，8，9．12－102／10，11－104
JAZZNewDisc………・・加藤しげき　7，8．9，12－110／10，11－112

●最新鋭音盤を鳴く

“フラウト・ドルチェ着のためのイタリア・ソナタ集・・・丹野　7－95

ラスト（vc）の“マカぺクスのユダ”と変奏曲を聴く　…五十嵐　7－96

パールのテレマン：iヴィオラ・タ・ガンバ作品集・i・i…‥高橋　7－97

ライエンの“サックバッドの音楽………………………高橋　8－95
オムニバスCD“ベスト・オブ・ラフマニノブ　………丹野　8－96

パルヒェツトと南西ドイツ室内楽団の〈四季〉……iii・・i高橋　8－97

ポラス幸とポークの“トリスタンとイゾルデ要の二重奏”

高橋　9－95
DENONパルヒェット四重奏団のベートーヴェン・iii・i高相　9－96

グザウイエ・ドゥ・メストレ（hp）の新館を聴く　……丹野　9－97
ウイスペルウェイ楽器を格上げしてブリテンを新館・・i・・・高橋10－97

パルとェットとJ．S．バッハ：ヴァイオリン協奏曲……丹野10－98

ポッジャー／クーパーのモーツァルトVol．6・・・・…‥高橋10－99

B．シュミットとB．ラクレーンの“グラッペリへのオマージュ●
丹野11－95

アクースチック“サウンドボックスによるCD復刻…‥i丹野11－9G

D．ラツイツタのラフマニノフ：ピアノ協奏曲2番・・・…高橋11－97
ナガノ指摘モントリオール交響楽団の新譜……・i…iii丹野12－95

好録音！　ビリーのRシュトラウス…………………・i・高橋12－96
マルク・ルイサタ，ヤマハ・ピアノでショパン名演藁…丹野12－97

●五十嵐一郎コーナー

M．プリュショルリのモーツァルト：p協第20，23番…………7－100
40数年ぶりの再会

バルトークのp協奏曲とvn協奏曲

7－101

8－100

ランドブスカ演奏のピアノ・ロールCD　…………………………8－101

デュカス：歌劇「アリアーヌと宵ひげ」全曲…………………・ii9－100

ランドフスカのピアノ・ロールと読者の手紙・・i・．・・　　　　…9－101

「COLUMBIAVINTAGECollection」を聴ぐ………………寸0－102

こんなすごいヴァイオリニストがいた〃…………………………10－103

ハイフェッツのORIGINALJACKETコレクション…・・……・11－100

三たび，ピアノ・ロールと読者の手紙…………………………‥il1－101

●プロヴァンス音楽祭のライブ6CD

●若林駿介氏と渡辺腕難民とのメモリアル………………………・i・12－101

そ　　　　　の　　　　　他

マランツBlu－rayプレーヤと8chアンプ発表………………………手63

ルネサステクノロジ1MB・SRAM内蔵オーディオLSI開発……7－66

グッディーズ／ダイレクト・トランスプア5月新譜………………・・・7－68

加藤玄生民と自作サウンド・ボックスとクレテンザ・……………‥7－69

2008年度NHK技術研究所レポート　……………………i…中川　7－70

第15回1ビット・コンソーシアム…………………………中川　8－63

マツキントッシェのパワー・アンプ3機種…………………………8－65

千竜俊夫さんのMFBトウイークがついに発売・・…・……・高橋　8－67

グッディーズ6月新開第1回ADF大賞の復刻…‥i・…i五十嵐　8－68

莫ウオルフソンの超低消費電力オーディオ・コーデック…中川　8－69

世界初．デジタル・スピーカの発表とデモ…i……………・高橋　8－73

尚美学園で哲学氏商議

NHKが12月より開始するVideoOnDemand　……・i…中川　9－63

フオステタス¢10cmHRスコーカ採用のG2000　…………………9－65

マランツ4シリーズ機種を一挙に発表

アナログデバイセズ最新LSI渚の発表・・・…………………中川　9－68
グッディーズ7月新鱈は協奏曲のオンパレード………‥五十嵐　9－70

若林麒介さんを偲ぶ 高橋　9－71
アムトランスでアナログ／デジタルのトークバトIレ………………・9－72

SMEJの”音匠仕様機処理のハイブリッド盤　……………丹野　9－74

日本TI／DSPフアミリ開発のロードマップ・…i　・・・…中川10－65

ユニゾンリサーチUNICOのCDプレーヤとプリ～メイン………10－68

パイオニア創業70周年記念PE－101A発売……iii…五十嵐10－69

クリプトン音掲改善パネルAP－30／15を開発………………………10－69

ファインNFのSACDとCDを独立させた新譜…………高橋10－70

シェルマン／HOTOGI95でプッシュの復刻〃iii・iii・・・五十嵐10－71

グッディーズ新語の目玉はフィンヤーの平均律全曲……五十嵐10－72

春日無線：第1回アンプ改進コンテスト開催…‥i…………………10－74

アムトランス／薪さんのミニコンサーiトはミニアンプで・ii・・i・…10－75

ソニーBDレコーダとプレーヤの発表会・ii…………………………11－63

チノン／ハイエンドSACD／CDプレーヤとプリ一一メイン・・i………11－66

パイオニア秋の新製品発表会

アムトランス石田沓之さんを囲む会

11－68

11－71

コロムビアME姪原道三×冨田勲SACD5．1chミックスダウン公開

ISO出力トランスなど新製品発売
11－73

11－70

CEATECJAPAN2008レポート…：　　　　　……中川12－63

三菱電線1ビット録音でCD－Rを作る　……………………………12－68

グッディーズ10月新譜はイタリアHMV盤…‥・　　　　・寸2－66

6V6シングル・アンプ．キット新発売……………………長島12－71

オーディオパーク「JAZZSP復刻第11弾」・i…加藤しげき12－72

新　忠篤ミニコンサート・レポート
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