
45シングル・ステレオ・アンプの製作
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麗 紘

亭〕＼∴

1、＿＿‾“l　　　　　　 L＿」、†i
A

∴雪

1

嗣 ・講高二樹 ）

1．費目市 、”母
手品．∴ ≡

∴‾二‘＿弓∴．：堺　∴
‾1 m ： 臆

　　 ‾○○01‘嘗　　 勘

45シングル」アンプの製作
森田義将

イタリア製の45

最近秋葉原では45をよく見かけま

す．新品箱入り物から中古品の，ナス

管まで鯖梼在駐は豊富のようです．コ

ツコツとナス管やST管を集めてき

ましたが，なかなかアンプを作る気に

はなりませんでした．先日，秋葉原の

専門店の「太平洋」に立ち寄ったとこ

ろ，イタリア製のFIVREの45を発

見．ヨ一口ツノ、昭が好きな私は，これ

でやっと45のアンプを作る気になっ

たのです．アメリカの45とイタリア

の45でどんなに音が違うのか，作る

前からウキウキしてしまいました．

イタリア製の真空管は，ヨーロッパ

のコピーやらアメリカのコピーやらと

いろいあるようで，鰭膳多くの真空管

を製造していたようです．FIVREの

45はなかなかしっかり作られていて，

一目でこの球でアンプを作りたい！と

思ってしまいました．

45という球は昔から音が良いこと

では定評があります．2A3よりも澄

んだ音がするといわれています．パー

JAN．2000

ツも2A3用の物を流用できるので

45のアンプの製作に関してはさほど

の苦労はいりません．出力があまりと

れないのでシングルにするか，プッシ

ュプルにするか悩むぐらいです．私の

システムでは1．5W出力のアンプで

も問題のない高能率スピーカ・システ

ムなので，好きなシングル・アンプと

しました．

シングルで力ヽ型のかわいいアンプを

作りたかったのです．

45は2A3よりも人気がなく中国，

ロシアではコピーの真空管は製造され

ていないようです．しかし市場には，

多くの良い球が出ておりコレクトする

にも楽しい真空管といえるでしょう．

本機の構成

45の規略は2A3の約半分です．ま

あ，2A3は45の2倍（パラ）といっ

た方が良いのです．ヒ一夕は2．5

Vl．5Aですので，電源トランスは2

A3用の物が使えます．本機では，力、型

のノダチトランスのPMC170Mを

使用しました　ノグチトランスにはも

うー回り小型のPMC120Mがあり

ます．電流容量はこちらの物でよいの

ですが，ドライバ用の6．3Vが不足し

てしまいます．出力トランスは小型の

タムラF475を使用します．チョー

ク・トランスも同じデザインのA395

とします．もしタンゴのトランスで組

みたいというならばMS160，XE20

S，TC－10－130Wが良いでしょう，こ

の場合2A3アンプにも流用できま

す（第1図），

ケースは鈴蘭堂のSL－8を使いま

した．穴開けの作業中に傷を付けてし

まったので，これ幸いと塗装してしま

いました．SL－8はメッキ・タイプの

HGを使用していましたのでそのまま

表面に紙ヤスリをかけてから塗装しま

した．通常の塗装タイプのSL－8では

表面の塗装を落とす必要があります．

始めから塗装するつもりならHGの

方が楽です．

アルミの塗装は安易に行うとアルミ

と塗料の密着が悪く剥がれやすくなり

ます．アルミ凧のスプレー塗料も売っ

ていますが，密着度はあまり良くあり
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と良いでしょう，日曜大工センターな

どで売っている車用のプライマーは使

えません．

また，スプレー塗料一端温乾燥用（勲

可塑性）ですので焼付塗装をまねして

熱をかけないように！室温でゆっく

りと琵燥させます．下処理を行えばア

ルミの塗装はしっかりとできます．今

回のアンプはアルテックを真似てクリ
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●RCAのナス管245に韮流管もあわせてナス型の280を使用した場合
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〈第1図〉

45シングル・パ

ワー・アンプ仝回路

図

PTはノダチト

ランス，OPTとチ

ョークはタムラ

ーンほしました（カラーページ参照）．

アサヒペンのスーパーラッカースプレ

ーのローングリーンという塗料を使い

ましたが，なかなか良い色になりまし

た　ツヤ消しが好みの場合，クリエイ

ティブ・カラースプレーのコロラドグ

リーンのツヤ消しがお勧めです．市販

のシャーシも色を塗ることでまた違っ

た味わいのアンプを製作することが出

来ます．

回路構成

45は2A3の半分の規格（第2図）

とはいえ，バイアスは同じなのでそれ

なりのドライブ緯度が必要となりま

す．私は基本的にドライバは強力に！

という方針です．ドライバがひ弱だと

やはり音に力強さがありません．CR

結合でドライバに掛けられる瞳が低

い場合には好んでSRPPを使ってい

ます．SRPP回路をドライバに使うの
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下の方になる抵抗を付けていき，最後

にコンデンサを半田付けます．］超克

コンデンサの足にビニール被服を被せ

てください．

調整は45のヒ一夕・バランスの

VRだけです．ヒ一夕は2．5Vという

ことでAC点火です．認鰹のためのツ

マミを付けておくと便利です，出力端

子に832の負荷抵抗を付けてテスター

のACレンジで電圧が最低になると

ころにします．トランスを2A3用の

物を使用していますので，2．5Vの電

流容量が大きいために，45ではヒ一夕

証が多少高めになってしまいます．

気になるのなら0．205Wぐらいの

セメント抵抗を入れると良いでしょ

う．シャーシにヒ一夕直流点火用のダ

イオードを取り付けてありますが　こ

れはPMC170Mには6．3Vのタッ

プもありますので，将来VT52など

に変更出来るように付けておきまし

た．

本機の部品表は第1表に示すとおり

です．

電気特性

アンプの特桂はグラフを参照してく

ださい（第4－6図）．ひずみはまあま

あのデータです．ドライバをパラレル

にした結果SRPPの時よりもひずみ

は少なくなりました，これはドライバ

とのひずみの打ち消しが効いたためで

しょう．100Hzのひずみが憩いのが

多少気になります．NFBは4．5dB

ほどかけてあります．

無髄でも聴盛上ではすっきりとし

た音なので，あえてそれ以上のNFB

は止めました．多少DFが低いのが気

になります．無帰還アンプなら出力ト

ランスのインピーダンスを7k（：‖こし

た方が良いでしょう．DFはNF時

2．35／lkHzです．

周波数特睦では高域に暴れがありま

す，タムラの新しいF2000シリーズ

のトランスは抜群に高域持桂が良いの

ですが，F475は古い設計なのでその

点は仕方がないのか？設計変更をし

て欲しいものです．NFBを深くかけ

る場合は捕鯨回路が必要です，今回は

低帰還ということもあり，補膳回路は

付けていません．

低域は最大出力が1．8Wというこ

とと，電流を33mALか流してない

ということもありますが，小型トラン

スのわりに延びています．

入力200mVで最大出力が出てし

まう高ゲイン・アンプなので，直接CD

プレーヤほっないでも使尉可能です．

●範頼回路の酸を見る．PTはノグチトランスのPMC－170Mを使用
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残留雑音はImVでした．この値が

大きいか小さいかは議論がわかれると

ころですがヒ一夕AC点火での値と

してはまずまず我慢の出来る値として

います．高能率のJBLオールホーン・

システムでもハム音は気になりません

でした．

本桧の音は？

45はやはり評判通りのすっきりと

した透明感のある音です．アメリカ製

のST管ではすっきりとし過ぎて，ち

ょっと物足りなさも感じられます．

245はさすがで，音もさることながら

カッコウからも独特の雰囲気を持って

います．古いジャズにはぴったりの音

です．さて，本命イタリア製FIVRE

の45の音ですが，やっぱり思ったと

おりのヨーロッパ・トーン，245とはま

た通ったまろやかさがあります．やは

りクラシックでは他の45よりも断然

良く鳴ります．

ドライバ管をE80ccにするとよ

りいっそうクラシック向きの音になり

ます．その場合は初段管をCV4003

にします．

1．8Wと小出力ですが高能率のわ

が家のシステムではおつりのくるぐら

いの音で鳴ります．スピーカはJBL

のショートホーン4560にD130，

2345ホーンに2420，2405です．サブ・

システムのリチャードアレン“ゴール

デン8Tでも十分の出力です．しか

し，タンノイのガンタベリーではかな

り苦しい結果となりました．タンノイ

ではもう少し出力が欲しいところで

す．

小出力でも高能率のシステムで使用

する場合にはなかなか楽しいアンプで

す．また，6畳ぐらいの部屋で20cm

のスピーカを鳴らすのも良いでしょ

う．音の良いといわれている真空管で

も小出力の小型管は人気がないのか，

まだまだ秋葉原の真空管屋さんで入手

が可能です．7lA．LS8A，WElOI

D等一度は使ってみたい真空管です．
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