
前回の6L6cc3結シングル･

アンプは,その後,音の改善がみら

れず他との違いが見つけられない

もどかしさから,ついにバッテリ電

源を試すことにしました.

以前にプリアンプで試した12

V, 6.5Ahバッテリの残りが12個

ほど使えましたので,新たに自動車

バッテリを8個買い足し,さらに中

古車から3個かさあつめてやっと

270Vを作りました.アンプは一電

源で使えるようCR結合としまし

た(第1回).その他の電源について

は,初段のバイアスはニッカド電池,

出力段のバイアスはAC電源の整

疏.ヒ-タはACです.

電源の配線は,バッテリ間は1.6

mmのFケーブルとし,バッテリか

らアンプまでは, 1.25スケアの一般

的な電線で,アース線のみ2スケア

のダブルとしました.また,短絡防

止のためにバッテリの出力に3A

のヒューズを取り付けています.
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さて,その音質は,ピアノの音が

躍動的ですばらしく,これはハイエ

ンドに突入したと思いました.バラ

ックのバッテリのまま,お定まりの

ように次から次にいろいろなCD

を聞きました.その他の音質上の特

徴は,音が清んでいて低音がよく延

び,そして耳元へグーンとせまって

きます.まるでスピーカのfoより下

の方が出る感じがします.グライコ

による低音増強やカップリングコン

の容量の増加では出ない音です.

アンプの聞き比べ

ぎんぎん,バッテリ･アンプを聞

いたところで,サンスイのDCアン

プと,元のAC電源球アンプを聞き

比べました.すると,どうでしょう.

あんなに音の違いがわからななかっ

たものが,今度は簡単に区別できる

ようになりました.

●サンスイDC 300 Wアンプ

B-2301 L

なかなかがんばっているのですが

低音に盛り上がりがあり,その下が

うすく,音が出ていない感じがしま

す.また,申高音にもう少し透明感

が欲しくなります.

●自作6L6AC電源アンプ

低音がまるでぬかるみの中にいる

ようで,中高音はというと霧の中か

ら聞こえる感じがします.

さんざんな結果ですが,どうして

こんなにハツキリ違いがわかるよう

になったのでしょうか.いわゆる骨

董の世界では目が肥えだというので

しょうが,それでは漠然としていま

す.もっと分かり易いたとえを考え

ますと,私のようにいつもファミリ

ーカーしか乗らない人間は, A社,

B社のファミリーカーの加速の違い

はあまり良くわかりません.ところ

ラ　ジオ技術



●屋内のプレーカ盤

が,馬力のあるスポーツカーをいつ

も乗っている人ならファミリーカー

の加速のなさが良くわかり,またA

社とB社のクセの違いもわかろう

というものです.

電源設備

今までのアンプより格段に音が良

くなりましまのでバッテリを常設す

る事にし,バッテリはシール型より

手近に入手できる自動車バッテリと

しました.車ではバッテリの寿命は

4年ほどですがもっと負荷力軽いの

で倍位はと思います.欠点としては

定期的に補水する必要があるほか,

充電中に水素ガスが発生しますので

室内での使用は危険です.

そこ?, RV車用プラスチックケ

ース(蓋が人が乗っても壊れなくなっ

ている)を4個買い込みました. 1ケ

ース当たりバッテリ7個を入れる

ど,合計28個まで収納できます.ケ

ースの蓋は塩ビ管のガス抜きを取り

付け窓の下に置き,窓から酉鞭を引

き込む事としました.

バッテリの型番は38B19,容量

は30Ahのようで型番からはAh

は出てきません.数字が大きいほど

FEB　2004

●自動車バッテリ26個

容量が大きい位のめやすです.充電

電流は3.5Aです(第2図).

次の問題はターミナルです.自動

車用バッテリ･ターミナルは何100

Aも取れるようにしっかりしてい

ますが1個¥300位します. 26個も

なるとかなり出費がかさみます.そ

こで　B電源とアース側の引き出し

線のみバッテリ･ターミナルを使用

し,あとはホースバンドを流用して

みました.

結果はバッテリ･ターミナルには

デーパがかかっていてホースバンド

を締め上げると上へあがってしま

い,とめるには少々コツがいります

1 2AT7

13sv

(第3翰②).配線は1.25スケア

の両行ビニール線を20 cmの長さ

に切り,端を2cmほどUの字にし

てハンタ上げし2本ともバンドでタ

ーミナルへ止めました.

20cmと長めなのは,バッテリの

吊り下砂ヾンドを残しておき,液面

を見るときに上へ持ち上げて横から

眺めるためです.室内のプレーカ盤

までの配線はコモンラインは14ス

ケアを2本とし,+Bの配線は2

mmのFケーブルとして左右チャ

ンネルは独立させてます.

TANGO

6L6GC XE6　0

324V 1 Q 2W

3P2400､I/ 劔_28V 033 剪�

.合一 g eve 義 > ��ﾃ����"��� �� 

蕎蔓 一l e 6,8k2W I 2-5V 鉄������ｳB�R�SOY. A 

告Bラハエ7240Q i 嘗 

鑓坊 =yBL' 

⊥ 
400V 

〈第1図〉バッテリ･ドライブ用6L6GCアンプ回路
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また,配線を短絡すると線が燃え

てしまいますので　ターミナルの出

口にチューブラ型のヒューズホルタ

を取り付け,屋内からクリップで充

電器を繋ぐために3Aのヒューズ

を入れています.プレーカは手持ち

のAC電源用を流用していますが,

DC電流を流して遮断時にアークを

引いた場合は切れずにアークで焼擬

します.カタログで直流は何アンペ

アまで切れるか確認しておく必要が

あります.

さらに保守のために,バッテリの

中間にヒューズ付のナイフスイッチ

を取り付けています.室内のプレー
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カ盤には動力用4Pのコンセント･

プラグの接続で,アンプの改造は必

ずプラグを抜く事としました.

プラグからアンプまでの配線は2

mの長さで+Bを2スケアの平行

ビニール線で計4本,アース側のコ

モンラインは端子台を使って3.5

スケアをダブルで計4本,合計8本

を引っ張りました.

また,危険防止のため,アンプ類

の物理的なアースは取らずフローテ

イング方式としています. 320Vで

数10 Aを軽く流せるので感電防止

は最擾先課題です.その他の安全対

策としては,乾燥しているスリッパ

を履くとか,ゴムで裏打ちさ

24V2Aれた敷物をフロアーに敷いた 

200 2.5 �.な4�987h,ﾉ+)��,ﾙTｸ+��2�

24V2A電源でおこなう等です. 

充電器 

24VzAまず,先に作るのは充電器 

です.自動車用バッテリ30 
24V2A 16930W 

×2 353V｢ノ瑠 

vA.TTTy'oov+. 

Ahの充電電流は3.5Aとなってい

ます.電圧は320Vですから320×

3.5A-1,120Wとなり,さらにあ

る程度の定電流常駐とするためにさ

らに電圧が必要になってきます.充

電電流を2-2.5Aに抑えることで

容量を下げ,手持ちに200V500

VAのトランスがありましたので,

それに24V2Aのトランスを足し

ていきました.

ケースは,メーカー製安定化電源

のジャンク品を利用し,電流計は5

Aの物をそのまま使用,電圧計はも

との40Aに抵抗を挿入して400V

に改造しました.寸法は200×200×

320mmです(第4図).

充電時間は,電源入力にタイムス

イッチを入れて2.5A IO時間程度

で切りとしていますが,充電回路が

定電流回路でなく抵抗を入れてある

だけなので数時間たつとバッテリ

電圧が上昇して充電電流はほとんど

流れなくなります.ただし,液面が

低下し,電極が露出している場合は,

電極が損傷し,電流が流れっぱなし

になります.

アンプ部品と音質について

ラ　ジオ技術



①影響を受ける場合　　　　②影響を受けづらい場合

-2 6V±AV

t

vlの信号によりバイアス電源に

発生した変動信号

す.ガスが出る事と大きさについて

は室外に出す事によりクリアできま

すカキ今度はアンプまでの配線が長

くなります.補水は26個もあると

いいかげんうんざりします.初年度

は, 4カ月ごとに約121ほどの蒸留

水を必要とし,年々インターバルが

つまってきます.結論をいえば12

V6.5Ah程度のシールバッテリに

限ります.補水はいらず充電器も

500 mAで済み, 8-10年位使用で

きます.

初段のバイアス

さて,初段のバイアス回路をメン

テのわずらわしい電池ではなく-

2.6Vを作ろうとすると,一番簡単

なのが第5図に示す2VのLED

ダイオードの組み合わせです.他に

も何かないかと考えたのが第6図に

示すバカバカしい回路です.ひずみ

率計によるひずみ率はニッカド電

池-2.6Vと同一ですが,音を聞い

てピックリ,音か派手にひずんでい

ます.測定値が良好なのにどうして

こんなに音がひずむのか.思い返せ

ば過去に初段を固定バイアスにして

音がひずむ時とひずまない時があり

ました.

私は,パワー･アンプの入り口に

20knのアッテネ一夕を入れて音

量調整をしている時が多いのです

那,どうもそのインピーダンス力関

係しているらしいのです.第6図の
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(第7図〉

前段のインピーダン

スによりひずみが変

化する

〈第8図〉

前段のZに左右さ

れない電池バイアス

のかけかた

LED2個で4Vで定電圧となりま

すから,それ以下の電圧ではチ閥形

の動作となります.さらにバイアス

電源としてのインピーダンスも高い

ので,アンプに音楽信号が入力され

た場合,バイアス電圧以外にひずみ

信号発生器となります.

ここで第7図の①のごとくプリ

アンプからの信号がハイインピーダ

ンス回路となっていた場合は,バイ

アス回路で発生したひずみが音楽信

号に加算された格好でパワー･アン

プに入力されます(本当は,グリッド

リーク題抗と前段のインピーダンスに

よりひずみ信号は分圧きれるはずです

那,わかり易くするためあえてそのまま

の値を用いてます).

一万,第7図の②のように,十分

インピーダンスの低いプリバッファ

を直結した場合は,バイアス回路で

発生したひずみは,グリッドリーク

抵抗で圧縮されてしまい,パワー･

アンプにはほとんど入力されませ

ん.バイアス回路が音に対する影響

●専用の充電器も製作

した

と言いたいところではありますが,

アンプの初段を固定バイアスにする

事自身まったく｢投的ではありませ

ん.

電池バイアスに興味がある方は,

手持ちの無帰還アンプの電圧増幅段

を第8図のようにニッカド電池を入

れてみてください,自己バイアスに

比べ音全体に躍動感があり,とくに

中低音以下が充実しているのがわか

ります.

バイパスコンに比べ,低域までイ

ンピーダンスが低くて一定している

からと思いますが,アルカリ電池で

はなくニッカド電池にしているのは

動作中の電流が充電方向のためで

す.また,出力段の固定バイアスは

きわめて｢没的ですが,ひょっとす

るとまだ改善の余地があるかもしれ

ません.それとも,前段のドライブ･

インピーダンスに救われているか,

あるいは出力管の感度の低さに救わ

れてバイアス回路の影響は気にしな

くて良いかも知れませんが,試すと

ころが残っているのはありがたいこ

とです.　　　　　　　　(つづく)
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