
やぶにらみ真空管の函窮論壇豆の実践 
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設計と部品の整合について

例によって``特注"は避けること

として,カタログ探しに走ります.

KT90, KT8& KT66, 6CA7ま

でも使うべくして視野に入れると少

なくとも2-3の異なったE｡が欲

しくなります.ULではE｡(Ec2)を,

まず決めねばなりません.

TANGOのMS-330型　電源ト

ランスは好適品のひとつです:

1次:100, 110V

2次:10, 145 165, 185V

のタップが出ており,倍電圧整流で

330mA負荷に耐えます.入力で

175VA位は行けそうですから,

R&L両チャンネルおのおの50W

の出力はちょっと苦しいとしても,

綜合効率45%を見込んで, 40 W程

度には使えるでしょう.

経験則でもありますが,停電醒整

流回路では,軽負荷にては,おおむ

ね2.5-2.7倍程度のDC電圧が得
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られるので, Ebについては;

2次: 135, 145, 155, 165, 175,

185 Vですから

330から470V程度まで30V位

のステップで6段階,これを1次側

で,一斉に10%のデスカウントが出

来るので,かなり細かく希望の電圧

が選べます.もちろん, Eel, Efも,

一斉に動きますから,負荷による変

動とともに注意しておくことです.

結果的には330 mA全負荷ではE｡

(min)-320V程度に収まり, 6L6

にはちょうど良いくらいです.これ

以上の``ォォダマ''は,やはり大き

な出力を出して欲しいので, 450V

を上限候補くらいに見込んでおきま

しょう.

1月ま, 7-10位の連中が相手です

から, ULでのEb-Ec2-450Vと

最高電圧を想定したときは, Ec1-

50Vから70V程度は必要であり,

低い方を300Vとすればそれ相当

の可変方式で用意せねばなりませ

ん. MS-330型トランスの60V･70

mAの巻き線を使用し,これも倍電

圧整流して,約160Vを得て後,こ

れを分圧し, Eel-30Vから90V

まで可変出来るように設計しまし

輿.

一応,ペア･チェ-プ使用を前提

にしていますから,左右ひとつづつ

のEcl電源で間に合わせます.これ

でもかというくらいの巨大なコンデ

ンサバンクでガードします.ついで

ながら,ケミコンには,常に高周波

特隆の良好なコンデンサを並列に入

れることをお勧めします.

前段は,大好き6C4+6AQ5で

TANGOのNC-14型トランスを

用いたドライブです.これは設計者

の原案とは大幅に違い,造反に近い

のですが,回路が簡単で素性が分か

っているので-･･･

前段の電源用には, 300 V･45 mA

(ノグチトランスPMC-55F型)を別

個に用意して(ヒ一夕電源も別にして,

47



〈第1図〉6V6プッシュプルULパワー.アンプ回路(アンズ郭)SW-1が切換鄭CII 
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約25V程度+電位を与え),主電源よ　　かねません. Nテクノロジー社製の　　採用して収納陸の改善,集積度の向

り切り離し,デカップリングや安定　標準(400×300×75mm)を深慮(95　上に資するやり方を採用しました

度やハムなどに,手厚く対処するこ､ -)にしてもらい,前段用のトラン　が,これは病みつきになりそう,誠

とにしました.　　　　　　　　　　スを床下に入れてしまいました.　　　に具合が宜しい.

トランスだらけですから,超目方　　　また序に,一切のケミコンをシャ　　　スペースファクタに苦労した理由

は我慢するとしても,シャーシの画　　一シ内部に収納して,昇湿部品から　　は,余計な?要因のためです.

積が足りませんというより,普通に　厳重に隔離･保護しました.また数　　1. SGの接続切り替えスイッチ

配置したら50cm角くらいになり　　箇所に,手製の小型プリント基板を　　　　が必要であったこと.
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遊び半分ですが,左チャンネルを

UL右チャンネルを標準接続にし

て,共通ドライブして,飽和の仕方

辛,矩形洩応答など,成るほど/　と

領いたり,首を傾げたりの数日でし

た.数多くの貴重なノウハウを得た

思いです.

帯域特性:トランス結合では過度

の?平坦を狙うと中音域の豊かさ

が飛んでしまうので,蒲鉾が良いよ

うに思います.00Hzから下は邪魔

であり, 8kHzから上i澗こえない

筆者にとってはどうでも宜しい?

が,50kHz位までは,間違っても簡

単に伸びて行くのが,昨今のトラン

スの常識になりました.

角田彰波テスト:発振の巣食うのを

丁寧に見つけ出し納得の行く水準に

押さえ込んでおく.リンギングなど

かなり有っても,あまり気にしない

ほうですが, 3籍では消えてしまう

から面白い.

P, G2, Kいずれも配線の引き回

しが長くなったためでしょうが,軽

度の発振? (不安定)に遭遇したもの

の, 500から20歴程度を直列に入

れてOK･大団円となりました.

PLF :見事に差が出て来ますbS,

定性的な方向が明確であるものの,

数字が画期的に変わるということで

はない.負帰還の調整にもよるから,

一概に言えないところがあるが,裸

で1くらいが, 3鯨では3.0以上に

は出来るの?,人によっては良い評

価を与えて下さいます.

昔からDF測定には自信がない

ので,一挙にヒアリングにのめり込

みます.

型:電源ORIENTEDである

から回路の差としては区別できませ

ん.私の腕では90 dBは至難の領域

ですが,試験法性深夜,真っ暗闇

で息を止めて聞き,ハムその他が気

に成らねば良いとする原始的な方法
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実測　動作例一覧表

i6職GCの場Bl (棚66あたりも同列でよろしい)

i(腿Q　共通月

ミミ 凛傀���UL(W �8���Eel(-Vdc) ･Ih(mAdc) 儖Xﾖﾂ�

250(Vdc) ��b���8.0 釘絣�20.00 舒��)�ﾘﾇi&ﾂ�

320 �#�絣�ll.0 澱紕�26.120 ��ﾙw���

360 �3����16.0 唐���34.120 ��ﾙw�"�

400*? �3ゅ��V3#ﾓ#��* 弔�* 弔�

(注)

1.常用1辺りが､ ULのORIGINAL DESIGN　に近い動作例であると考える｡

2. E蛾W　以上は定格オーバーになり､推奨できません｡

3･ 11m　を上表(下表)の程度とせば､ Ib (m盤)は定格を越える事はありません｡

画90の揚句(HT88､ mO､餌A7才オダマはげれも同じ穴の猪である)

i(剛に5kQ　共通)i

主菜 儷x�����UL(W �8ﾈｲ���ECぐ｣Vdc) ･Ih(mAdc) 儖Xﾖﾂ�

370 �#��15 澱絣�38.120 ��ﾙw���

420 鼎��20 湯綯�48.120 ��ﾙw�"�

eW 田��Vｳ#ﾂ�>��B�I Eb--BZ:2 --425tr 白�59.1m �%FﾈﾉSr�ﾙN刎ｸ,ﾈ6j2�5��ﾂﾔ辻ﾒ褪ﾒ�

(注)

1.これらのオオダマの､各社の技術資料では､ ULで500Ⅴ以上の動作例を発表して

おり､低い電圧での劫作例は少ない｡ (その要請･必要がない?)

2.本機ではトランスでの急圧上限が限定されていることと､ VB蘭を狙った

ために､ 6LJ6.鵬寄りに出来上がっていますから､オオダマの特徴は出ない｡

3. Eclは､調整を始める時の目安です｡直雛の良いnm　をCUで珊Y　して下さい｡

電圧はビクリの必要は全く無く､近いところの数字を参考にして下さい｡

(第2図〉実測例一覧表

です.序ながら,うず青く光るグロ

ーを好む,楽しむ?　向きもあると

聞きますが,これは邪道です.

ひずみ率:直線領域では完全に

1%以下に"自然に"入ってしまうか

らそれ以上に余計な追求はしない主

墨である.

さて音は如何なものか?

始めから覚唐と予想はしてはいま

したが,要するにTANGOの音で

しかないのです.ごめんなさい.

(まあ良いんじゃないか)とはどうい

うことでしょうか!?ともかくも違

うよ/　だそうです.良かったなと

ホッとしました.不思議?　当たり

前?, 3緒でのピアノソロなどでは,

間違いなく柔らかな音だと,私にも

分かります.

最大の問題は負帰還の扱いをどう

しようか迷ったことです.

各々の回路,接続での最適条件と

音色の違いや味付けのことを考えて

いたら寝つきが悪くなりました.タ

3種の接続の差は, (怖いので)耳　マもこれに加えて, 6種類もの

の良い友人に聞いて賞いましたが,　VERSATILEにしたのが仇となり
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収拾つきません.

写真で``姿''を見てあげて下さい.

ボンネットで隠れるにしても,大切

な要因ですから.

沢山の組み合わせ"VERSA-

TILE'を体系立ててシステマテッ

クにデータを採れば何か発見出来

るかも知れませんが,あるいは蛇が

出てお仕舞いかもと思いながらも,

●聞きなれた,安心の標準サウンド

●爽やかな心地よいULサウンド,

●柔らか,癒しの3結サウンド

と総括し,本アンプの完成報告とい

たします.

順序が逆になりましたが, 6L6

GCとRCAのメタル管で最初にデ
ータを採り,ついでKT90, KT66

ど,ありったけ,次々にやって見ま

した.電源の上限がありますから,

KT90その他は拍子抜けでしょう

那,オオグマの代表に祭り上げ,動

作例をまとめて置きました.

第2図の実測動作例一覧表を参

照,ご参考に供します.

結果として, PHILIPS-ECGの6

L6GCを用い, UL接続にして,管

し,取捨選択とか吟味の結果として,

これを答えとしたわけではありませ

図書

始めから決めれば6L6PPでし

かありませんので;勿論,遥かに軽

薄短小で気の利いたアンプに出来る

でしょう.しかし, 3溝を答えとす

るならばそれは今は昔, KT66の

3結アンプで始まった,ウイリアム

ソンの世界に踏み入ることになりか

ねませんから, UL派の風上には置
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けません.

さて本機は,これより半年のロン

グランに入ります.しかしながら,

改めて, 6L6とは使い勝手も含め

只者じゃないなあというのが実感で

1援田園

(以D

付記:主電源に100･ 110Vac切り

替えのスイッチを付けました.昨今

の電源事情では無用の長物ですが,

先に述べたメータの効用も含めて,

元タマ屋から一言.

I｡/Ikメータを睨み, SWON!Ef

定格マイナス10%位で左右の電流

値が違うなどのポロを出すタマ!湘

当クタバッチいることが分かるとい

うのが第-1その証拠のひとつが,

電流の立ち上がり時間の違いです.

何とか金の竜などは,左が11秒,右

が18秒くらいの違いが出ることが

あり, "A級動作だし,最終で同じ指

示になったから良い"と言うわけに

は行きません.メータなし,これこ

そ知らぬがホトケなのです.針の微

妙なフラツキ(コンデンサでバイパス

しているのでダンピングされてはいま

すが)から,発振の潜在を発見するの

も芸のうちです.
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