
2004年4月号のQUAD･

twentyfourの紹介記事見ていて,

QUAD好きな私としては6111

WAを使ったライン･アンプを作り

たくなり,製作しましたのでご紹介

します.

6111というサブミニ管

そのまま作ろうと思いましたが,

まず正確な定数がわかりませんし,

製作記事としてプリント基板を使う

ことや1本の6111WAで左右のチ

ャンネルに振り分けるのは蹟躇しま

した.また12AU7よりも出力イン

ピーダンスが低いとはいえ,カソー

ド接地のままというのもしっくりこ

なかったので,カソード･フォロア

を追加しプリント基板に変わってラ

グ板を使い製作しました.ですから

回路的構造的にはまったく万物で,

6111 WAを使った薄型プリアンプ

といった方が良いでしょう.

6111WAはサブミニチュア管で
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普通のMT管より細く10mmほ

どの太さですが,諸定数は6.3 V,

0.3A Il-20, gm-5mS r｡-4

knですが,大雑把にいえば1ユニ

ットが12AU7のパラのような3

定数になっています.

双3極のサブミニチュア管の仲間

には, 6112や6021があり6112は

〟-70で5751パラ相当, 6021は〟

-35で5670をサブミニチュアに

した物といえるでしょう.

今回は放熱と球の固定のため,球
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CMT 9 P管とサブミニ6111の大きさを比べる
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●GE 6111の規轍2)

テンサに,ゴム系接着剤を塗り先に

接着して一体化しておきます.

球に密着するようにケースを作れ

ば良いのでしょうが,自作では難し

いのでアルミホイルを巻きシリコン

グリスをつけて挿入してこれで良い

ことにします.薄型のケースなので

出来る限りケースに熱を導きケース

全体で放熱するように考えました.

放熱さえ良ければミルスペックなの
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▼サブミニを鍋パイプのヒートシンクの中に封入する
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●チョークは4 劔今回のトランスは厚さが35mm 

+i ��ﾇﾒ�幽,"�劔と40mmのケースに入る厚さに収 
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藻垂 ｡くoo >l 劔劔ら,無負荷電圧は200Vの表示にも 

かかわらず23 アンプで使う ほとんどなの れるでしょう. ンス(KMB18 で入手出来ま 電源ですが, ンスの200V �0Vほど出ます.プリ 電流は10mA以下が 
①i >lCウ e 

で予想以上の電臣が取 

このIOコアートラ 20)は春日無線変圧器 す. 上記のIOコアトラ の巻線をコンデン 
IOOL+I 尋;九一諸肌 買+lCl 劍�"�

㌔__霊 劔劔サ.インプットで両波整流します. その際600Vのダイオードでは,前 フィン.アン 路図 劔記の理由でⅤ耐圧が不足しますの 

(∀加ooL 劔劔で800V以上の耐圧のダイオード を使ってください.今回はUO7N を使いました.そしてケミコンの+ 側と一側面方にチョークコイルを入 
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≧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れます.このことによりトランスで

書　　　　　　　　　　　　　　　　取り損ねた電源1次側のノイズや整
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成分は, 50 Hzのハムノイズでした

のでヒ一夕を安定化すればもう少し

ノイズカ減って特性が良くなったで

しょう.

音質について

音質ですが,以前に6021で製作

したライン･アンプと聞き比べて見

ましたが,今回製作した6111の方

が音の粒立ちや輪郭がはっきりして

います. SN比も格段に向上しまし

た.これは銅パイプに真空管を入れ

たためのシールド効果と防接した効

果でしょうか,音の重心も低くなっ

ています.最初は硬い感じでしたが

聞き込んでいくうちに柔らかいとこ

ろは柔らかくメリハリが出てきまし

た.

最後に今回は部品配置を左右間違

えてしまいました.いつもはケース

の上側は部品がきていますが,今回

&

高

.｡111アン功藤S o∴o

ひずみ率離　籍

0 1　　　　　　　　　1.0　　　　　　　　　　10.0

出力電圧(V)

は下側なのにいつもと同じように加　　だ.測定機器:パナソニックVP-

工図を書いてしまい,穴あけ加工が　　7720A(オーディオアナライザ),ケン

終わってからはたと気がつきまし　　ウッドCS-5135 (オシロスコープ),

た.開けてしまった穴は埋まりませ　　他を用いました.

んのでそのまま左右逆で製作しまし
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● 0.22 Itの左蝿が掲パイプに入った6111
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