
で1本500円でしたが,優品ではあ

りませんでした.

上杉さんが設計されたエロイカの

EW-50は1965年の発売で,これ

はKT-66PPステレオ･アンプです.

あの当時によくぞ英国管を使ったも

のだ　と思います1970年に"ス

テレオギャラリーQ"がアンプに採

用したWE-300Bの人手経緯も,

いまごろになっていろいろな懐旧談

を耳にします.

蛇足ながらEW-50のトランスは

ラックスで,後の50Sはタムラで

した.仏文科の0先生は50Sを買

われましたが,数年でトランスのピ

ッチがリード線を伝って流れ出し,

イングランド鳳デザインでまとめた

KT-66シングル･アンプ
是枝重治

格別だったQUAD Iの魅力

もう半世紀前になりますが,当地

の喫茶店"イチョウ"でQUADを

初めて見たとき,その仔まいに強い

印象を受けたものです.その数年後

に上杉佳郎さんが本誌にイミテーシ

ョンQUADを発表されたときは

KT-66ではなく, UY-807を使っ

ておられました.出力管をシャーシ

に深く埋めたその姿も魅力がありま

したが,やはりオリジナルのKT-

66は格別でした.

でも,そのころは英国管は入手が

難しかったのです.外貨制限がなく

なって間がありませんでしたし,英

国の球はほとんど見かけませんでし

た.ヨーロッパのものは一度アメリ

カを経由して入って来ていた,と聞

きます.伝手を頼ってQUAD輸入

JUN. 2017

元のシュリロ貿易から保守用を入手　　絶縁不良になったのです. 6CA7

する以外に方法はなかったようで　　PPステレオ･アンプのフェニック

す.シュリロ価格は1本2000円だ　　ス70も同様でした. 60Hz地域で

ったのです.河村電気研究所にもあ

りましたが,これは正体不明のもの

そうなるとは意外でした.

私は1971-74年ころに東京

●3種のKT-66.左2つはGEC.右はロシア艶.左端GECが最も好ましい
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東大泉のタムラ製作所にしばしば出

入りしていました.技術部の人に｢な

ぜそうなるの｣と訊いたところ｢コア

の表面の絶縁皮膜に問題があったが

いまは改善している｣そうでした.

でも,ほんとうにそうだったのでし

ょうか.

デザインはイングランド風に

さて,昨年から英国球を使ったシ

ングル･アンプを手がけています,

取りあえずKT-66を使ったアンプ

ができました.シングルでしたら

QUADのことを意識しないですみ

ます.大病を患った後に807シング

ルを作ってもう22年,その後もい

ろいろなアンプを作りましたが,私

はビーム管シングル･アンプが好き

なのでしょう.地味ながらも聴きや

すい音で,おおかたのスピーカに適

します,

昔より見た目ですから,本機はイ

ギリス的になるようにしました　こ

れでイギリスの音に聴こえますから

不思議です.でも,英国とは何でし

ょう?イングランドでしょうか,

スコットランドのことでしょうか.

以前にもお話しましたが,スコット

ランドのデザインはケルト民族的

で,アングロサクソン系のイングラ

ンドとは異なるようです.この2つ

を一括りにはできません.

たとえばガラードやコラーロのプ

レーヤとリンのプレーヤはまったく

異なりますし,グールやリンのスピ
ーカはタンノイとも異なります.

QUADやLEAKはふつうに連想す

るイングランド調でしょう.

今回は,そのイングランドの雰囲

気を持たせました. LEAKがシン

グル･アンプを作ったならこうした

のでは,と,勝手に想像して作った

のです.

部品選び

シングル･アンプ用トランスに適

当なサイズものが見当たらなかった

ので,フェンダーのGAO125A35

Aを便いました.これは1次が7kE2,

2次が4E2ですが, 8E2のB&Wの

SS-25スピーカを複数接続すること

を念頭に置きました. KT-66にと

って7kE2負荷は高すぎるのですが,

他に選択肢はありませんでした.

チョークと電源トランスはEDC

です.出力TTランスは円筒形のアル

ミ･ケースを探してきて,底面に厚

いアルミ板を飲めてその内部に納め

ました.シャーシは2tアルミを曲

げて溶接しました.シングル･アン

プでも傍熟管ですから,整流管を使

わなくてもB電源の立ち上がりを気

にしなくてもすみます.

KT-66

0,15EF86EF.84221k2.i,359VFen.e, 
■7k:4Q ≡ 0-0.221.===!46V 

_メ ⊂) ⊂) 1 ⊂) ⊂⊃ �ｨ�C｢�ｴc｢�ﾄWﾒ����ﾂ���ﾃ��Vﾃ��■ 24V- 書式 .よく Lr> 一.⊥寸 ⊂)の+の 

0_47510k 剪�����x�ﾔｳ�#�b�r�劔 牝經3sR�%$ﾄr������ub�

100V2A 6-3V=∋ 凵･340V 劔��剪�

280Vlk.V.'6AEDCS00-5 劔凵｡363V 5_6k/3W � 

● 劍�ﾈ�ﾂ�
250V 剪ｲ�Cxx��CS�b��+100〃100〟+ 450V450V 

lLASCARSP300 

よ 剪�100FL 25V 儂OM7805F + � 剪井�/�Di�ｒ���Ub�

5V調.2 
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(第1図)KT-66シングル.アンプの全回路図.出力段カソードのLASCAR SP300はディスプレイつき電菰計
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英国のパワー･アンプの特徴は入

力感度の高さにあります.アメリカ

製のパワー･アンプに比べると,刺

得は数倍に達しているものが多く,

その典型は以前本誌にイミテーショ

ン版をご紹介した"デッカ･デコラ"

のアンプで,本棟では最大出力に必

要な入力電圧を0.3V付近にして,

入力ポリウムをつけました.こうい

う利得のアンプで大事なことは残留

雑音です.これはlmV以下にしな

いといけません.

また,クライアントの要望の1つ

に｢負帰還は1次巻線から｣というも

のがありました.わたくしはそのご

意見に賛同します.かつて熟読した

｢パワー･アンプの設計と製作｣での

武夫さんの多極管シングル･アンプ

もそういう構成でした

出力管の内部抵抗が高いとリプル

電圧が少々あっても構わないのです

が, 1次から負帰還を掛けると3極

管アンプ並みにB匝l路のフィルタが

大事です. 5Ii程度のチョークと

100iLF程度のコンデンサが必要で

しょう.

英国的雰囲気のものがないので,

(第2図)各段に入れるCによって周波数特性をコントロールできる. Clで高域上見C
2で高域減衰, C3小で低域減衰, C4で低域上昇

小型のチューブラ･コンデンサを内

部に入れました.でも,イマドキの

ものは小さくても容量が大きいの

で,十分でしょう.

QUADのデザインは申し分あり

ませんが,この時代には大容量の小

型電解コンデンサはありません.で

ち,全段平衡的?回路といってよい

QUAD回路ではコンデンサの容量

が少なくてもよいので,それでもよ

かったのです.私はシングル･パワ

ー･アンプでは電流lmAあたり容

量1/JFを目安にするのです.

すべての端子類と電源入力は上面

左端に寄せましたが,これがいちば

んです.ポリウムのツマミはコック

ド･ベルトのプ-リですが,ギアと

違ってこれには6¢のものがありま

すから,そのままツマミに転用でき

ます.

第1図が全回路です.

本棟では初段にEF-86を3極管

接続で, 2段目にはEF-184を用い

ました　昔からそうですが, 6267

/EF-86には良品が少なく寿命も

短いようで,美人薄命という言葉が

これほど相応しいものはありませ

ん.あまり使いたくない球ですが,

6AU6というわけにもいかないので

す.

いうまでもなくEF-184は6EJ7

と同等ですが,ここは英国製の球で

ないといけません.この定数でEF-

184の利得は35dB,最大出力電圧

は100kE2負衛　ひずみ3%で45V

です. 25V出力のときのひず率はほ

●KT-66シングル･アンプのシャーシ内配線
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(第4図)8E2負荷時の雑音ひずみ率特性

戻すときに直流を速断しています.

武未回路のようにここを直結するか

どうか考えましたが,高利待管です

し長期の安定性を採りました.

いうまでもなく, 9ピンMTソケ

ットは英マグマ-ドのものです.こ

こにEBYとかアンフェノールは滅

相もありません.でも,ピンのコン

タクトは決していいものではありま

せん. EBYのほうがよいのです.

でも,今回は生産国を重視しました.

マクマ-ドのGTソケットは入手で

きませんでした.

低雑音化のポイント

ここで,アンプを低雑音に仕立て

る方法についてお話しましょう.た

とえばパワー･アンプの初段部の残

留ノイズが0.1mVだったとして,

2段目は利得が10倍で雑音が0.2

mVだったとします.試験回路でそ

の定数でのデータをあらかじめ確認

しておくのです.

すると,単純に考えて, 2段目出

力の雑音は以下のように考えられま

す.上記の場合には0.1mVが10

倍された1mVと,もともと2段目

JUN. 2017

に存在する0.2mVの相乗平均にな

るはずです.したがって0.15mV

になるのが順当ですが,実際に作る

と,そうはなりません.むろん電源

の雑音やトランスのフラックスの影

響がありますから,低ノイズの別電

源を併用する必要があります.

これで回路だけの仕上がりを確認

します.予想より低い場合は見逃さ

れやすいのですが,これも疑う必要

があります.雑音億の増加はMHz

以上に存在する微弱な発振が原因に

なることが多いのです.この帯域で

の発振は相当大きくないと発見しに

くいのですが,小さくても無視でき

ません.帯域100MHz以上で1mV

の感度のオシロスコープかスペアナ

がないと,見つけるのはなかなか困

難です.

17年前の『管球王国17号』でステ

ンレス厚板研削仕上げの2ピース構

造のプリアンプを発表しました.そ

のとき,データを厳密にとるには電

波暗室が必要だ,と記しました.そ

うしないと,何が原因かわらないの

です.

イコライザの入力雑音値でいえ

ば,微弱な発振の有無で-120dB

と一110dBの相違は簡単に生じる

ものです.現在の球は稔じで性能が

1桁悪く,球本来の性能が期待でき

ませんから,このことは永遠に気が

つかないかも知れません.また,ス

テレオ構成で作ったとき,球以外の

要因で左右の差が生じても深く考え

ない人がほとんどです.

データは8E2と40負荷でとりま

した(第3, 4図). 4E2が前提ですが,

やはり8E2負荷も無視できませんか

ら･･･-. 80負荷のときはトランス

の1次インピーダンスは14kOにな

るのですが, 1kHzのクリップ開始

点は4.5Wですから,これでも問題

なく使えます. 4Ej負荷のクリップ

開始点は6Wでした.適正負荷は

4kO付近にあるようで,このときは

1 %ひずみで出力は7W程度です.

これは1970年代半ばに製造され

たKT-66を使ったときの数値です

が,いまのロシア製タングソルのも

のでは出力は若干多いようです.こ

のプレート形状はまるでKT-88の

ようでした.

50年以上前の本誌に,加鋼鉄平

氏がマランツ7のイコライザのSN

比-120dBに挑戦した記事を書か

れていました.私見ながら,この記

事は本誌のオーディオ関連のベスト

20に入ると思います.加銅氏は測定

器の自作マニアとしても知られてい

ました.そういえば武末数馬さんも

多くの測定器を作られて,本誌に発

表していました　上杉佳郎さんも

1970年ころの工作室の写真を見る

とそうでした.

ひずみ率計の自作は寓難でしょう

が,レベル･メータはできます.ア

ンプ製作者は一度は作るべきです.
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