
独立OPTを2コ使ったユニティ結合

KT－66PPアンプの試作

調整と組み立て

（1）共通カソード電流涼の粗調整

第25図のQ7のコレクタをGnd

に仮付けし，負電源接続（R13．R14）

を仮配線します．VR3のスライダ

ーを負電源側いっぱいに絞り込んで

通電し．R13＝1000の両端電圧を

テスターで監視しながら．2．8V～

3．0Vに合わせるべくVR3を調整

します．このとき設定シンク電流は

28mA～30mAとなります．つま

り．カスコード片側ユニットに14

mA～15mAを想定するわけです．

（∂カスコード負荷電波源の粗調整

第26図中の②－（初こ示すように，

カスコードの上側ユニットであるQ

3，Q4については放置します．（亘）の

B＋200Vに接続すべき箇所は接地

したうえでB＋400Vを仮再臨・

仮稼鋤し⑤），400Vで単独調整を進

めます．（宣⑦に示すように，Q2，Q

5のコレクタとGnd間に，15kQの

ダミー抵抗を接続します．この抵抗

は糊整電流を流したとき100V～

300V程度の範囲で電圧が観測でき

（りこの電圧が、2．8V～3．0V
となるようにVR3を調整

I i

：二　　　　二：
I i

i　　　　　I

＼、　07　　　　　08　R13

l

l
C2120 C2120100

R9　　　　　VR3　　　　R14
　470　　470　581

l

〈第25図〉
共通カソード電波源の
調整のしかた

①コレクタをGnd　　③VR3のスライダーは　②－8Vへ仮配線
へ仮付け　　　　　　－8V側へ絞っておく
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ればよいので値の繊細な差に拘泥

する必要はなく，10kQ～22kQ程

度の範囲で消費電力に注意しつつ

適当なものを選びます．VR2，VR

5のセンター・スライダーは，それ

ぞれDl，D3寄りに絞り込んでお

きます（（動．これは電流初期値を

最小にセットすることに当たります．

以上の準備ができたら通電し，

VR2．VR5を調整してそれぞれR5，

R6の両端輔が13Vになるように

設定します（⑨⑲）．このときダミー

抵抗の高圧側には195V程度が計測

できます（⑨’⑳’）．

ここでの調整だけであるならダミ

ー抵抗の輔を目標に電流を設定し

でもかまわないのですが　実装では

この点にダミー抵抗は存在せず　イ

ンピーダンスの高いカスコード出力

点ですから，電流の確定はR5，R6

両端電圧の観測に依存することにな

るからです．

この調整では電流源電流を13mA
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に設定しますが先述のようにこの

点は600Vの出力管プレートから

200kQで接続されるので　結局，

差動力スコードの各ユニットの動作

電流を14．5mA程度に想定するこ

とになるわけです．

（3）終段バイアスの粗調整

第27図の①～④に示すように，

終段智グリッドおよびデカプリン

グ・コンデンサへの接続は解放のま

まにしておきます．R24，R25の終

段カソード回路へ接続する側を200

V電源に仮接続します（動．R19か

ら190V安定化霞源へ仮配線します

（⑥）．準備が整ったら通電し，R24，

R25の両端電圧を監視しながら，45

VになるようにVR6，VR7を調整

します⑨．このバイアス電圧は

Eg2＝400VのKT66に対しては深

めであり，全英装状態でそれぞれの

カソード電流を監視しながら．アイ

ド1）ング電流を50mA程度に再調

整することになります．
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〈第27図〉

終段バイアスの調整
のしかた

〈第26図〉
ガスコード負荷電流源の
調整のしかた
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以上のブロック・アセンブリをそ

れぞれ単独，またはコンビネーショ

ンで動作を確認したら，シャシーに

組み込み．各アセンブリ間の配線を

行います．このときシャシー空間全

体を立体的に使用することになるの

で組み付け順序や配線順序を注意

深くイメージしながら，計画的に組

み込んで行くことが重要です．でな

（D開放

（D開放

⑦45Vになるよう
VR6を開塾

⑤B＋200Vに
接続

⑥45Vになるよう
VR7を調整

（D開放

いと，いったん組み付け・配線のす

んだ部分をわざわざ解体して再構築

しなければならない羽目に陥り，お

おいに徒労感を味わう，などといっ

たことにもなりかねません

シャシーへの組み込み・配線がす

べてすんだら通電，全英装状態での

調整を行います．その前に．電源

ONの初通電で異常のないことを確
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に努力しなかったにもかかわらず

極微なものに止まっているようで

す．各種容量負荷に対するリンキン

グを見ても．いずれも速やかに抑圧

され　発振に至る不安を抱かせるよ

うな兆候は皆無といえるでしょう．

0．2IjF単独負荷で最も長い1）ン

キングを認めますが　それでも立ち

上がり／立ち下がりから半サイクル

（50IISめでほとん境肖失しています．

他の容量では　同1／4サイクルま

でにおおむね抑圧されているので

容量負荷安定度はきわめて良好　と

いってよいでしょう．

最後になりましたが　私の計測環

境を紹介しておきましょう．

FET式アナログ・テスター：

SANWA／EM300，デジタル・

テスター：A＆D／5518，オシレ

ーク：PANASONIC VP－7201A（5

Hz～500kHz．ひずみ率＝0．002％），歪

率計：4333A（最小フル・スケール0．01

％），オシロ：日立スコープⅤ－513

C（50MHz）

“音楽”を聴きとれるアンプ

試聴システムを下記します．

●CDプレーヤ：マランツSA－7001

●コントロール・アンプ：ヤマハCX－1

●スピーカ：ダイヤトーンDS－

2000HR

試聴音源は

1．晴顕のカンパネラ』フジ子ヘミン

グ（CD）

2．帖ere’sToBen／JaxinnthaJ（CD）

3．mVirtuoso／JoePass』（CD）

『奇蹟のカンパネラ』では何をお

いても「ラ・カンパネラ」を取り上げ

ましょう．フジ子の看板ともいえる

曲だからというわけではありません

がこの曲の演奏に“フジ子らしさ”，

もっといえば社会現象といえるほ

どに話題となったこの曲の演奏に，

フジ子自身の，また人々がそれを評
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価／反評価するすべての事情が端的

に現れているように思えるからです．

フジ子の演奏を昭和女子大人見記

念講堂で聴いたとま∴率直にいって

違和感を覚えました　ステージ全体

に広がる大きな楽器音像から流れ出

す響きが，2000人を収容する大ホ

ールを隅々まで満たす……，そんな

コンサートのありように，フジ子の

紡ぎ出す音楽世界は背を向けている

ように思えたのです．

コンサートから帰ると私は，すぐ

翌日にこのCDを買い求めました

「そんなはずはないだろう」という思

いと，コンサートで違和感を感じた

のならもっと別の聴きようで何かが

見えてくるかも知れない，という小

さな期待からです．そしてCDをこ

のアンプにかけたとき（本アンプは

2006年に完成しか．すべてがわかっ

たように臥、ました

音には構造がある．私たちがふだ

ん何気なく見回している日常事物の

すべてに，焦点を絞り込めばづぎつ

ぎと微細に広がる世界があるよう

に，1台のピアノといえども．88鍵

一つ一つの音に，無限に広がる音の

構造世界があるのだ　フジ子は　鍵

盤の奥深く眠る一つ一つの音をてい

ねいに取り出し，愛おしむように自

ら創り出す世界に配置して目覚めさ

せる．幼気ない子供が無心に白粉花

を飾るような，そのプロセスが　あ

のゆっくりとした足取りのテンポと

なるのです．

フジ子の創り出す世界は，だから，

音そのものと不可分に綻びついてい

る．だが　さまざまな音響メカニズ

ムを駆使してコンサート・ホール全

体に万偏なく音を行きわたらせるそ

のプロセスのなかで　音の微細構造

は変容せざるを得ない．コンサート

で私の聴いた音は　したがって．そ

のときフジ子が聴ざ　確信して配置

した音とは別のものであったに違い

ない．いまここで聴くように，日を

凝らせば音の葉脈まで見えそうな響

きを再現することで　初めて，鍵盤

に向かうフジ子が譜面の背後に見た

世界を，フジ子とともに目の当たり

にすることができる．CDを聴いた

とま　私はそんな思いに駆られたの

です．

目を瞑ってCDを聴きながら，私

は　前日のコンサートで背を丸め顕

を垂れてもぞもぞと轟きながら，一

つ一つの昔を確かめるように弾くフ

ジ子を想いました　フジ子は「顕荻

と弾き来たり弾き去る．というタイ

プのピアニストではありません．そ

ういうフジ子の演奏は　ピアノ演奏

のメカニック至上主義という陥葬を

《写真4秒左チャネル．2Vpp出力8Q負荷＋容量での10鵬立方形波応答
左上から右へ0」ら0．21人0．5佑lIIF
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アコースティックでも一貫してそれ

とわかるものです．しかし注意深く

耳を傾けていると，エレクトリック

にはないフレージングを採っている

ように聴こえます．イムプロビゼー

ションは生きものです．つぎつぎに

湧き出るフレーズが　直前の響きを

動機とするインスピレーションの連

鎖反応であるなら，同じ楽器といえ

ども音色の違いが薬禍の呼吸に変化

を与えたとしても，けだし当然とい

えるのでしょう．

現実的なエピソードを一つ取り上

げましょう．ジョー・パスは，エレ

クトリックで弾く場合指頭弾弦も多

用しますが　この録音ではほとんど

をピック（フラット・ピック）で弾いて

いるように聴こえます．フラット“

ピッキングは指頭弾弦に比べると

アタックが鋭く明快に響くのです

が　このアタック音が　アンプのダ

ンピング・ファクタに大きく影響を

受けるのです．

どういうことかというと，たとえ

ばダンピング・ファクタを1－2程

度に抑え，ティシバこの余韻がコン

サート・ホールを風のように吹き抜

ける感じを申し分なく表現し得たと

しても．このCDのアタック音では

襖を蹴飛ばしたように大袈裟な響き

になったりして一気に幻滅を味わう，

などということもあり得るのです．

だが　ダンピング・ファクタ＝32

（DS－2000HRは69なので正確には24）

のこのアンプではそういう恐れは皆

無であり，事実，明快なアタックを

それ自身に帰せられるぶんだけ正し

く再現し，デイケイ～リリースに至

る音の生成から消滅までを，これ以

上ないはどの自然なプロポーション

で表現します．

“HiFi”の夢を追って

周知のようにロック・ギタリスト
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ば　アンプのクリッピングひずみや

発振現象（ハウリング）をみずからの表

現要素として取り込み，独特の表現

世界を創造しました．では　オーデ

ィオプ）－クが同じように信号をひ

ずませ∴発振させてみずからの音の

世界を創りだしてもよいのでしょう

か？

いうまでもなくオーディオは自由

な世界ですから，だれもそれに対し

てとやかくいうことはできません．

だとするならば　アンプの製作過程

で％オーダーのひずみを慧図的に残

留させたり，ダンピング・ファクタ

を低い値に止めてスピーカの機械系

過渡現象を積極的に露呈する，そう

いうもろもろの楽しみかたはどうで

しょうか？もちろんアリです．だが

それは“原音当こ最大の敬意を払う

“HiFi”とは無縁の世界に違いありま

せん．

現在ではもはや死語になった“Hi・

Fi当ま，戦後の1950－60年代には

だれも疑うことのないオーディオの

理念であり，オーディオ・エンジニ

アたちは，その究極を求めて日夜苦

闘していたのです．なぜなら，音楽

とはそこに至って初めて見えてくる

もの，したがって，原音に近づくこ

となしに手短かに音楽を再生するこ

となど　思いも寄らぬことでした

では“HiFi．という言葉が語られ

なくなったということば　一足飛び

に音楽を再生できるうまい方法でも

見つかり，もはや原音再生という道

は顧みる必要はない，ということで

しょうか？世の管球オーディオ愛好

家はどのようにお考えなのか知りま

せんが私は“HiFi”の夢をいまだ見

果てていません．マッキントシュは，

みずから創作したアンプをもって演

奏家が譜面の背後に見た世界を見よ

うとしましたが　私もまた“HiFi録を

もってその世界を見てみたい，と願

っています．

今回試みたマッキントシュ・トポ

ロジーは　その世界へ一歩近づいた

でしょうか？

【前号訂正】

（壬凝21国中，R122は「10k→13k」

②R131は「235k→23．53k」，ま

た部品表中の数量で　③Dl05は

「4」，④R7，R8は「4」，⑤R9は「2」
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