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序章

「小雨にけぶる浜辺で数匹の鱒

釣り上げた訊　僕はクリフォー

ド・ブラウンのジョージのデイレ

ンマを聴いた」．古いバックナン

バーをめくっていくと，こんな一

文に出会った　MJ1981年1月号

2A3ppプリメインアンプの序章

に寄せたものだ

それにしても「ジョージのデイ

レンマ」とはなんとも懐かしい響

きだ　クリフォード・ブラウンの

稀代の名作『スタディ・イン・ブ

ラウン』に刻まれた，ジャズ史上

稀有の作品といっても過言では凄

い．

このアルバムには「ジョージの

デイレンマ」に勝るとも劣らない

傑作がもう一曲刻まれている，か

の「ランズ・エンド」だ

MJ誌にこの拙文を寄せた1981

年といえば　僕が36歳のころ

だ　当時はクリフォード・ブラウ

ンに入れあげていた，特にこのア

ルバム『スタディ・イン・ブラウ

ン』は特別顕にしていた　中で

も「ランズ・エンド」と「ジョー

ジのデイレンマ」の2曲には思い

入れがあった　親しみやすいメロ

ディーでいながら．ブラウンのト

ランペットには鬼気迫る殺気さえ

感じられた

リッチ一・パウエル（バド・パ

ウエルの弟）のピアノに促され
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半テンポ遅れてソロを取るハロル

ド・ランドの「ランズ・エンド」．

名人といわれる人はこういう吹

き方をするものた　まだ．ローチ

のシンバルに促されたブラウンの

「ジョージのデイレンマ」．ブラウ

ンもランドも甲乙つけがたい入神

のプレイと聴いた．

クl）フォード・ブラウンのす

べてのアルバムにいえることだ

が　相方のハロルド・ランドのテ

ナー，リッチ一・パウエルのピア

ノ，ジョージ・モローのベース，そ

してマックス・ローチのドラムス．

この4人がブラウンを支えてこそ，

あの黄金のフレーズが矢継ぎ早に

ヒットするのではなかろうか．

ビル・エヴァンス，スコット・

ラッフアロ，ポール・モチアン，

この3人の綾なすインタープレイ

とはまた．ひと味違った　荒削り

だが哀愁とエナジーに満ち満ちた

インタープレイだ　特に相方のハ

ロルド・ランドの存在は格別なも

のがあったはずだ　ランドの地味

だが　聴けば聴くほど魅入られて

しまうテナーは　ブラウンのペッ

トを小気味いいまでにブレイクさ

せる起爆剤だったに違いない．

何年か前　イギリスはロンドン

から訪ねて来たアンプマニアが店

に入ってくるなり．一息ついてこ

ういった「ランズ・エンド」と．

イギl）スの端から先は大西洋で

もはやヨーロッパではないという

古来からのイギリス人特有の思い

上がったジョークを．館山が地の

果てほど遠かっだとひっかけた洒

落だろう．

美味そうにビールを飲んでいる

彼の目と鼻の先で　ブラウンとラ

ンドの「ランズ・エンド」が樽ロー

からいい音で鳴った　イギリス人

の目つきが変わり．こう尋ねた

「この樽ローで鳴っている曲は何

だ」と　僕はさりげなく「ランズ・

エンド」と答えた　奴はニヤッと

笑った．それにつけても樽ローを

知っているからたいしたもんだ

楢ローを知っているのかと問う



∴∴“∴∴ 、「－

：

∴∴∴
∴∴

∴∴

．∴．

　　 ∴「一一′一一一二二

∴∴　　 ∴ 〃－

　　　　 漢書
要 義 箋 露 語 閣 i

弓；／ 譲
∴「：∴

∴∴「

／／ 醒 望 要 塞 艶 繁 雑　　男
／繹 蒙 藷 遷 都 ‾

子 年配 ／／／

／甲i

I

＄i難 一一一
藍 藻　 1－ 　ヽ：

∵　 第

∵∴∴∴一言

騨 麗 整 整 露 ／

∵

騒 －＼襲i

／‘灘 彰

．：∴：∴
－

／∵

／（々（

駕、 覇
／‾腰 鑑

／離 籍 翳 i～ ）／閲 綾

∴ ∴ ∴∴

＼∴ ∴

∴ ∴

／言参：

「

ンプた

このアンプを2チャンネルパ

ワーアンプに発展させた原動力は

1本の電話からだ　4月26日の

ヒアリング会の3日ほど前に　豊

橋の多田陽一氏から電話をもらっ

た．2年かかりで取っ付いてきた

自作のスピーカーシステムがやっ

と完壁に仕上がったので　ヒアリ

ング会に持っていくとのこと．

僕は一瞬焦った．そのスピー

カーを鳴らすアンプの心配をしな

くてほならないからだ　今，手元

にはそのスピーカーシステムに

マッチしたアンプが見当たらない．

すると，ここのところ好調な手動

式コンピューターが唸りをあげ

て立ち上がった．「そうだ　300B

＋50のブレンドアンプを使おう．

このアンプは845＋211ブレン

ドアンプと違い．300Bと50の負

荷になるトランスA－4714から60

で出力が取り出せる端子が付いて

いる．2チャンネルアンプとして

使用するときは　整合トランスを

切り換えスイッチでキャンセルす

れば　3008シングル＋50シン

グルの2チャンネルパワーアンプ

としての使用が可能なはずだ」と．

多田氏が完成させたスピーカー

システムだが　タンノイ38cm同

軸2ウェイのトウイーク一部分を

外し．ウーファーとして前面に設

置している．僕の内科の主治医

だった岡田先生が館山を去るにあ

たり，いただいたものだ

そしてローサーPM2を2発上

に向けて設置．これは旧友の清美

ちゃんにもらった．ある日，いき

なり店に入ってきて「これいらね

えからくれる」とむき出しで置い

ていったローサーの逸品である．

余談だが，過日，彼が病を得て

亀田病院に入院していると小耳に

はさみ見舞いに行ったら，なんと

以前僕が2か月近く入院していた

K7の病室のベッドにいた　自分

が2か月近く暮らしていた部屋に

知人を見舞いに行ったという事実

に，なぜか上手に対応できず早々

に退散した

300Bシングルパワーアンプ

まずはタンノイを受け持つ

3008シングルパワーアンプから

さらってみたい．

この2チャンネルアンプ300B

シングルも50シングルも電源ト
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配線材は1．25スケアの
ACコードを2本に裂い
て使用する．300Bの
フィラメントは直流点火
なので　大容量の整流平
滑回路を擁している

ランスを別個にしっらえだ　両

チャンネル合わせ，MLeのドライ

ブ段も含めて．200mAの容量の

トランスl個で十分だ　あえて電

源トランスを別個にしたのには深

い訳がある．

300Bと50をなるたけ同じ条件

で使いたかったからだ300Bと

50を同じパワートランスPC－3004

から供給させたとする．300Bプ

レートに実効400Vくらいはかか

ることになる．出力は8Wを軽く

超えそうだ　50のプレートにも

300Bと同じくらいの電圧がかか

るが　出力は4Wそこそこ，300B

の半分の出力だ　それでいてバイ

アスは当然50のほうが深い．ま

して3008はgmが50に比べれ

ばかなり高く，鳴りのよい球だ

3008のほうがパワー的に有利な

のは目に見えている．ゆえに両

チャンネルの電源トランスは別個

にして，出力においてなるたけ差

が付かないように配癒した

300BシングルにはPC－3003を

あえて使用し，プレートに実効

300V強で動作させ，5Wほどの出

力を得だ

入力トランスはA－8713を150

MJ
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Q：20kQで使用，約12倍のゲ

インを得ている．ドライブ段は前

回の211＋845ブレンドアンプ

と同じくMLeを使用している．負

荷になるドライブトランスも前回

と同じA－342だ．だが　何を隠そ

うこのアンプこそが2年前に完成

した先輩アンプなのだ　ドライブ
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段のMLeもその負荷になるドラ

イブトランスA－342も．このアン

プの結果が良かったからこそ211

＋845ブレンドアンプに流用した

までのこと

300Bの負荷になる出力トラン

スだが　A4714を使用し，3次

巻線の6Q出力でスピーカーをド

ライブさせている．このトラン

ス，それは重宝なトランスで2

次巻線に6000の出力が出ている．

300Bと50のそれぞれの負荷に

なるA－4714の2次側はパラって

150Q出力とする．一方．受けの

A－462の1次側はスプリット構成

にして1500を2回路作ってやる．
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中央の2個が出力トランスA－4714．右端はそれらの出力を合成するA－462トランス

まずは300Bからだ　オリジナ

ルWE300Bを介しての再生だが

VV300Bや4300Bとは明らかに

違う音だ

『スタディ・イン・ブラウン」

から「ランズ・エンド」と「ジョー

ジのデイレンマ」．中低音寄りの

ゆったりとした音だ　ほどよい低

音，中音　そして高音．すべてが

ほどよく鳴る．絶妙なエネルギー

バランスと言って良いだろう．

クリフォード・ブラウンという

トランペッターのわずか24歳当

時の演奏とは信じがたい．もはや

円熟期の極みを感じさせる．

続いて，同名の2曲を50シン

グルで聴いた　中音域から高音

にかけてのエネルギーが素晴らし

いの一言に尽きる．高音が実によ

く歌う．オーディオ的なH肥Hが

のびているのではなく，高音域が

たっぷりと出るとしか表現できな

い．まさに，メジャーに上りつめ

んとする若き天才のトランペット

と聴いた

次に．300Bと50を同時に用

いたブレンドアンプで再生してみ

た　300Bのボリュームを上げれ

ば中低音寄りにはどよくバランス

し．50のボリュームを上げれば

中高音寄りのホーン固い音になる．

ボリュームの匙加減ひとつでいろ

いろなバリエーションが楽しめる．

このブレンドアンプの音を聴いて

しまうとI先ほどの300Bや50単

体で聴いたブラウンが色あせてし

まう．300Bと50という稀代の名

答をブレンドした結果　2本の球

の綾なす妙なる倍音がたまらない

魅力だ

続いて，孤高のチューバ吹きの登

場だ∵TheRayDraperQuintet

FeaturingJohnColtrane”から，

「クリフオーズ・カバ」と「フイ

リデ」の2曲．

レイ・ドレイバーのチューバも

さることながら，このころのコルト

レーンのソロには身の毛がよだっ．

なお，オリジナルの300Bと50

の代わりに中国製の300Bと50で

も試聴してみたが　オリジナルに

比べてさほど差は感じられなかっ

た．これはトランス結合アンプの

強みといえる．トランスが完壁な

まで球をドライブしているからだ

C端合だとこうはいかない．

終章

ピアノが鳴っている．

LeonardPennarioが弾くRach・

maninoffThird Piano Concerto

Dminor∴　平たくいえば　ラフ

マニノフのピアノ・コンチェルト

3番．僕はピアノコンチェルトが

好きだ　もしピアニストになれる

なら，ソナタ弾きよりコンチェル

ト弾きになりたい．孤軍奮闘する

ソナタ弾きもすごいけれど　オケ

を従えてじっと出番を待っている

コンチェルト弾きは魅力的だ　自

分の指を動かすまで何を考えてい

るのか．とても孤独そうだ

ベートーヴェン．チャイコフス

キー，ショパン，リスト．何十

年もかけて彼らのピアノコンチェ

ルトを聴き漁り．自分なりにそれ

を消化してきた　古希を過ぎた今，

僕に残されたピアノコンチェルト

は何？ふと，そう思った　する

と絶好調の手動式コンピューター

がすばやく立ち上がりサインを

送ってきた「ラフマニノフを忘

れたのか」と

30代初めのころ，ホロヴイツツ

の弾く「ラフマニノフの3番」に

夢中だった．だが　3楽章の終わ

りの強烈なフォルテの再生に．当

時の僕のアンプやスピーカーが耐

えられず挫折してしまった∴だ桃

今ならどうとでもなる．

木更津高校の山口先生に相談す

ると．いろいろなソフトを持って

きてくれだ　Horowitz，Eschen－

bach，Gieseking，Rachmani－

no節目作自演，JorgeBoletなど

まだ　すべてのソフトを聴いてい

ないがLeonard Pennarioのピア

ノがとても気に入った　古い録音

だが　えもいわれぬ哀愁がある．

3楽章が鳴り始めた．スピー

カーはアルテック925，8B．アン

プは300Bドライブ50ppプリメ

イン（「続直熱管アンプ放浪言副）．

そして，カートl）ッジはかの銘機

シェルターModel．901．

今日は5月13日．僕の誕生日だ

瞬く間に桜散り，風のごとく

ゴールデンウイークがゆざ　まだ

ひとつ年をとった
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