
失われた音を求めて/直熱管アンプ放浪記

841シン9'lレ･フォノEQアンプ
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i　　　　序　章　　　i

我が家の近くに和田眼科という病

院がある.名医と名高いまち子先生

が院長を務めているのだが,そこに

ときどき,海道先生という女医さん

が愚者を診にやってくる.過日眼に

ゴミが入り,その先生の診察を仰い

だのだが,何とフランスの名女優

｢ソフィー･マルソー｣そっくりの美

形だった.ナチス占領下のパリを舞

台にした『暗闇の女たち』というシ

ネマで,ソフィーが女レジスタンス

を演じたのか忘れがたい.

もう一度診察してもらいたいが,

何か病名を考えないと会えそうもな

い. ｢佐久間さん,どうしたんです

か｣と問われたら,こう答えよう.
`Smoke gets in my eyes'と.

i　　花の慶次　i

｢生に果てあれど名に果てはなし｣.

パチンコの名機｢花の慶次｣にお
かぶ

いて,戦国-の傾き者とうだわれた

前田屡次の盟友,奥村助右衛門の吐

く台詞だ　ここ-年来,このマシー

ンにとっつき,何度となく見聞きし

てきた台詞だ

｢うまいことを言う｣と聞き流して

きたが,かの日, 5万円打って不発

に終わった日だ.この台詞に僕の手

動式コンピューターが,過激な反応

を示しサインを送ってきた.

｢お前も還暦半ば過ぎ明日果てる

やも知れぬ.後世に残る傾き者アン

738

プを造ってみろ｣と.

かつて,パチンコのマシンからは

アンプ作りの上で多大なインスピレ
ーションを得ている.

｢アン･ルイス｣というマシンでは

｢六本木心中｣を聴くための6336Aパ

ラppのアンプを製作した.その折,

パワートランスを2個パラって使用

した. 6336Aパラppの大食漢に対応

するために大きな容量が欲しかった

ゆえにだ.

｢郷ひろみ｣というマシンでは,名

曲｢逢いたくてしかたない｣に出会

い,この曲を最高の音色で聴いてみ

たいという思いにかられ, eC33

C-Bppアンプを製作した.

パワートランスは2個パラって,

eC33C-Bのプレートの大電流,なら

びに大電流のフィラメント巻線に対

応した.さらに出力トランスも,

eC33C-Bの低内部インピーダンスに

対応するために2個パラっだ　もち

ろんプレ､-トの大電流も考慮したう

えfeB.

そして今回の841フォノEQアンプ

ら, ｢花の慶次｣というマシンに出会

うことがなければ　その発想は出な

かったに違いない.

真空管アンプフアンの方々から

｢佐久間式アンプ｣というニックネー

ムをいただいてすでに久しい.駆け

出しのライターならまだしも, MJ誌

に拙稿を連ねて33年目の春だ今さ

ら名声を残したいなどという気は微

塵もない.だが職人の端くれとして,

後世に語りつがれるような作品は残

してみたい.賛否両論真っ二つに分

かれるような作品だ.

i糾フォノEQアンプ初号機I

まず,本機841フォノEQアンプ製

作までの経緯を述べてみたい.

本誌2009年4月号に841フォノEQ

アンプを発表した　このアンプが今

回発表アンプの原点,言わば初号機

といえよう.

初号機は841を2本使用し,また

出力トランスも2個使用したパラシ

ングルフォノEQアンプだ

回路図を一見するとプッシュプル

と見間違えるような回路だ　入力ト

ランスから2本の841に信号を逆相

で入力し出力トランスの2次側で正

相に戻している.下側の球をハムノ

イズ打ち消しに用いた,僕としては

珍しく理論的なアンプといえよう.

結構気に入って使用していたが,

大音量で聴くとピアノのフォルテな

どで音が歪むような傾向がみられた

いろいろその原因を探ってみてある

結論に達しだ.整流回路の入口に

2.5kQという高抵抗を直列に挿入し

たことが災いしているのではないか

ど.

このフォノEQアンプ,初段5691

を含めてわずかに15mAにも満たな

い電流しか食わない超エコ･アンプ

だ　pC-3004をパワートランスとし

て用いると,あまりにも負荷が軽い

ので, 360Vx2を整流すると500Vを
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841シングル･フォノEQアンプ

超える電圧になる.

この841という球,スペックはよ

くわからないがせいぜい400V以内

で使用するのが妥当と思われる.そ

れと整流回路に用いるフィルターの

ケミコンも500V耐圧のものを使用し

たい. 600V耐圧だとかなり特殊なパ

ーツになるので不都合だ

そこで思い切ってこの初号機を大

改造して弐号機を製作することにL

た.

i糾フォノ翰アンプ弐号機i

まずはパラシングルをやめ,ただ

のシングルにした.この際,田力ト

ランスA-875が1個不要になる.そこ

でこのトランスを2個シリーズ接続に

した.また,入力トランスとして用

いたTN-347も不要になる.そこで同

形のA-342を同じ場所に設置した

841を1本取り除いた後に, KT88

を3緒で用い,その負荷にA-342を使

用することにしたから73-.

なぜこのような形状にしたかとい

うと, 3緒のKT88をブリーダーとし

て使用し,高すぎる電圧を400Vくら

いまで落としたかったからだ　こう

することによりB電圧が安定化し,大

出力時の音の歪み感が改善されるの

ではないがと.

KT88の負荷に用いたA-342は定格

30mAとある. KT88を30mA以内に

抑えなくてはならない. Ike/20W

と300Q/10Wをシリーズにしてバイ

アス抵抗に用いたら42V出た.約

30mAだ　プレートに405V.整流回

路の入口が450Ⅴ強.僕の思惑どおり

のスペックだ.

KT88のグリッドにはl00kQのグリ

ッド抵抗をかました. A-342の2次が

5kQなので　それ以上の抵抗値を用

いてシャントしなくてば　30kQあれ

ば十分だろう.

なお841だが,万全を期して3.9k

Qのデカップリングを引き22LLFの

フィルターを入れた.バイアス抵抗

はパラシングル時の2倍の1.5k釦こ

変えである.

さて841EQ弐号機アンプ,どのよ

うに音質が改善されたか検証してみ
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EQアンプ弐号機 

たい.

6336Aパラppパワーアンプにアル

テックA5を用い,バックハウスのピ

アノでベートーヴェン｢ピアノ･ソ

ナタ30番｣を聴いてみた.このレコ

ード,デッカの原盤73-.木更津高校

の山口先生からいただいたものだ

改造前の841 EQ初号機だとピアノ

のフォルテのときに音がビビってし

まい,聴くに堪えない音を出した.

改造後の弐号機ではものの見事に,

何ら破綻のない音を聴かせてくれだ

やはり整流回路の入口に高抵抗を

用いて電圧を下げていたことが災い

していだと思われる. KT88をブリー

ダーとして用いたことがB電圧を安定

させ,好結果につながったのだろう.

それと841の負荷にA-875を2個シ

リーズにして34kQで用いたのも音色

において多大な貢献をしているに違

いない. 841の約40kQはあろうかと

思えるrpに, 17kQ負荷ではしょせん

良い結果は生まれないだろう.

なおこのアンプ, 45回転シングル

のEP盤を再生するのによく用いる.

45回転シングルのEP盤は, 33回転の

LPに比べ,高域が多分にきつめだ.

おそらくブルーノートの名録音技師

ヴァンゲルダーさんが録音にかかわ

りあっているに違いない.そこでEP

シングル盤を聴くときに,過剰な高

域を除去する回路を841のグリッド

に設けてみた. 0.0221tFのコンデン

サーをスイッチで切り換えるという

趣向だ.要は841のグリッドにコン

デンサーをぶち込んで高域の減衰を

図ろうという手法だ.

EPシングルを再生するにあたり,

この手法は多大な効果をもたらした.

北島三郎の｢兄弟仁義｣,八代亜紀

｢舟唄｣,野口五郎｢私鉄i銚則,西田

佐知子｢東京ブルース｣,克美しける

｢さいはての慕情｣など1,秘蔵のEP

シングルが実にいいバランスで鳴る.

LPレコードにおいてもアート･プレ

ーキーとジャズ･メッセンジャーズ

の歴史的名演『バードランドの夜』

がとてもよく鳴る.このハイ上がり

極まりない録音も重心が下がり,ど

ても聴きやすくなった

久万ぶりにこの名盤に針を落とし,

)レ一･ドナルドソンのアルト,クリ

フォード･ブラウンのトランペット,

シルバーのピアノ,そして御大プレ

ーキーのドラミングに酔いしれた

さて, 841 EQ弐号機の話はこのへ

んにして,次に｢841シングルフォ

ノEQアンプ参号機｣に話を進めるこ

とにする.

それにしても『バードランドの夜｣
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841シングルフォノEQアンプ参号機

に収められた｢ワンス･イン･ア･

ホワイル｣,クリフォード･ブラウン

のバラッド･プレイが高二染みる.

l841 m'#'EQ7" i
真空管をストックしてあるタンボ

ール箱をかき回していたら, WE

300Bが2本とWE274Aが2本しま

ってあった.今を去ること20数年前

にウエスタンサウンドインクから求

めたものだ　これらの球を兄だとた

ん, ｢花の慶次｣の名台詞がインプッ

トされていた手動式コンピューター

がカタコト,僕にサインを送ってき

た.

｢300Bと274Aを使って傾いてみ

ろ｣と.そのと5,本機841フォノ

EQアンプ参号機のラインナップが忽

然と目の前に浮かび上がった

｢そうだ, 274Aで整流し, 300B

をブリーダーに用いてみよう｣.

僕はWE3(mBにもWE27dAに対し

ても狂信的信者ではない.この2本

を使えば絶対すぼらしい音がするな

740

どという妄執も抱いていない.ヴィ

ンテージ的な意味合いからは,その

貴重な存在価値は十分認識している.

しかし,ファイナルに使用するので

あればRCA50に一日の長があり,整

流管においては274AよりRCA83に

軍配を上げたい.

WE3008やSTC4300Bを使用した

フォノEQも何台となく製作し,本誌

にも発表したが50や841を使用し

たEQアンプのほうがはるかに思い入

れが強い.だが今回は,信号経路で

はなくブリーダーに使用することを

前提にして,この球に食指が動いた.

ダ)ッドに信号を入れないという条

件付きでだ

274Aも人が騒ぐほどの球ではない

が,使わずに死蔵しておいても,ど

んどん朽ち果てていくだけだ'.それ

でなくても古い球なので使わなけ

ればエミッションが減り真空度も落

ち,そのうち見る影もなくなってし

まうだろう.

僕の記憶ではこのWE300Bは1950

年代のもの, WE274Aはもっと古く

1940年代の製造と思われる.球は死

蔵しておいてはためになるばかりだ

女房と同じで使ってやらなくてば

そう思いたち,今回はもはやヴィ

ンテージとなったこの2本の名球に

陽の目を見させてやることにした.

i　　入力回路　1

本機はデノンのDL-102モノカート

リッジ専用だ　このカートリッジは

出力インピーダンスが300Qた.その

ため入力インピーダンスが300Q以上

のMC入力トランスが必要だ

以前はTKS-27を使用して3000 :

100kQで受けていたが　TKS-27が

製造中止になってすでに久しい.苦

肉の策でTKS-27と同等の入出力イン

ピーダンスを持つSTU-001を代用し

てみたところ,みごとに壷にはまっ

た.

このトランスを駆使し, 2チャン

ネル･パワーアンプ作りに没頭した

時代があった. 6550, EL156, 6〇一

88など,かなりの台数の2チャンネ

ルアンプを本誌に発表してきた.

このSTU-001は,入力トランス兼

ドライブトランスとして,このトラ

ンスのみで5極管やビーム管をドラ

イブするため作られた. 5極管やビ
ーム管の浅いバイアスの球から大出

力を引き出すことが本来の役目だ.

だがMC入力トランスTKS-27が不

在になった今, MC入力トランスとし

て新たな道を歩み始めだと言える.

4重シールドされたTKS-27に比へ

まったく無防備な形状だがMC入力

トランスとして使用してもS/Nのよ

さには頭が下がる.本機で3回目の

使用だが　このトランスからのノイ

ズはまったくない.おそらく僕が考

えている以上にシールドしてあるの

かもしれない.それとTKS_27に比べ

てコアボリュームが圧倒的に大きく,

太い線で巻かれているので,音が明

瞭で図太い.線を引き出してある端

子の間隔もとてつもなく広いので配

線が楽だ　強いて言えば形状が大き

いことが難点だろう.

価格においても妥当な価格だと思

う.巷にはペアで50万円とか100万円
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後ろ榔こ4個並んだタムラA-875は1筆者の最近のトランス使用法の極みだ

者の方々の批評を仰ぎたい.友人の
(さかり

計工務店社長の三幣氏日く. ｢佐久

間さん,このアンプ見事に傾きまし

たねえ｣と.

ブリーダーのみに使用したWE

300Bの威力について述べてみよう.

このアンプの製作を目論んだとき,

世界に名だたるオーディオ誌の編集

長に意見を伺った. ｢ブリーダーのみ

に使用するWE300Bを, STC

4300Bや中国製,ロシア製の300Bに

代えたら音が変わるか｣と.編集長

白く｢当然変わると思います｣.僕は

変わらないと思っていた.

本機が完成したその日に,山口県

の村中君がやってきた.ちょうど居

合わせた畳屋の親方と3人で1942年

のフ)レトヴェンダラーとベルリンフ

ィルのベートーヴェン9番を本機で

聴いてみた　素晴らしい再生音だっ

た　つと思いつきロシア製の300Bに

代えてみたところ明らかに音が変わ

った. 2人して日く. ｢音が現代風に

なり,指揮者がフルトヴェンダラー

からカラヤンになったみたいだ｣.

後日,ロシア製,中国製のメーカ
ーの異なる3008を何種類か試してみ

た.ロシア製,中国製のものはメー

カーが異なってもあまり音に変化が

感じられない. WE300Bに比べて音

の風味に欠ける. STC4300Bやチェ

コ製W-300Bil,高域に華やかさが

感じられみずみずしい音だ.だが,

WE300Bにとどめを刺すと言わざる

をえない.どんなソースを聴いても

744

音のバランスが見事だ.ブリーダー

でも音が変わると明言した編集長の

慧眼には恐れ入った.

人から聞いた話だが, WE3008は

いまだにNASAやペンタゴンのスー

パーコンピューターに,レギュレー

ターとして使われていたとのこと73-.

かつて出力管として使用し,あまり

良い印象を持っていなかったこの球

だが　思えばブリーダーとして,こ

の球本来の姿を僕に垣間見せてくれ

たのかもしれない.

841EQ弐号機も,ノイズが出て出

力段に使掃できないRCA50があるの

で, KT883緒の代わりにブリーダー

として使ってみたい.そのおりA-342

をSTU-5Kに代え, 50mAほど流し

てやるつもりだ

本殿を総括してみよう.山本音響

工芸製シールドケース付きのMT管

用ソケットに,ノイズに強いMT管

を初段管として使用し,高圧フィル

ターに100Hのインタクタンスを持つ

A-393を採用したことが完壁とも言

える良好なS/Nを得られた理由では

ないか.

音色に関しては841の負荷にA-875

を4個シリーズ接続にし, 68kQとい

う高RLで用いたことが最大の勝因だ

ろう.またWE300Bをブリーダーと

して使ったことも,このアンプに多

大な影響を及ぼしたことは明白だ.

WE274Aも老骨に鞭打ち,かつての

盟友3008のために精一杯,傾いたに

違いない.

｢生に果てあれと名に果てはなし｣.

本機｢841シングル･フォノEQア

ンプ｣.あまりにも異端だが,読者の

方々の記憶の片隅に少しでも永くそ

の名を留めてもらえれi蒔いた

i　　終葦　　i

昨年11月初めにマリア･カラスが

小さな蕾をつけた.例年なら枝をつ

めて冬支度に入る頃だ.言葉が通じ

ないのでどんな意向なのか知る由も

ないが,思うにオペラ歌手のカラス

に似て,単なる気まぐれなのかもし

れない.

きっそく鉢を玄関の土間に引き入

れ,注意深く見守り続けだ12月に

なると,蕾にわずかなどンク色が見

えはじめた.このへんでワーフ工デ

ール30cmシングルコーンとVT52ド

ライブPX4ppパワーアンプのお出ま

しだ　春先だとマリア･カラスのア

リアを,土間のすぐ横に設置したワ
ーフェデルから延々と流すのだが,

今回は寒さに耐えさせるためにギン

ギンのハード･バップを聴かせること

にした.

フィル･ウッズ｢若かりし日｣,ワ

-デル･グレイとゴードンの｢ザ･

チェイス｣,ジョニー･グl)フィン

｢63番街のテーマ｣,アート･ファー

マ-とドナルド･バード｢デイグ｣,

そしてパーカー,パウエル,フアツ

ツの｢ラウンド･ミッドナイト｣.か

ってCD-Rに焼いたこれらバップの名

曲を,墨客のひけた後,延々とバラ

に聴かせだ.そして日ごとにかすか

に膨らみを増していく蕾を,毎日,

眼を凝らして視ていた.

年明けの1月10日,ついにカラス

が開花した.約2か月半を要しての

開花だ　そして3日後の1月13日満

開を祝して,いやがる女房をカラス

の横に座らせてデジカメ,キヤノン

G9 (2台持っている)で記念撮影をし

た.開花した日に,僕はこんな寒さ

の中でカラスが咲いた謎が解けたよ

うな気がした.寒さがつのると持病

の喘息に苦しむ女房に,見事を花を

咲かせて慰めようとしたに違いない

ど.
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