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びアンプを作りたいと思います.よ

い音を期待して作るのは当り前にし

ても,球の新規入手力師哺呂で,読

者どころか本人にも追製作がほぼ不

可能という,実用的価値のない製作

記になりそうです.

でもオーディオは趣味のものです

から,こういう遊びを取り除いてし

まうと,深みも広がりも失うでしょ

ラ.日本の盆の自分の部屋に,バッ

ハやベートーヴェンやコルトレーン

を呼びたければ　ごきげんにさせる

新奇な楽しみも必要でしょう.もっ

とも,ただ想うだけでどんどん訪れ

てくれる怨念いっぱいで音楽好きの

霊も,この列島にはごまんといると

思いますけれど

それでも技術雑誌に書く意義を強

弁するとすれば,オーディオ用規格

のわからない球(1つはプレート韻失,

ヒ一夕電圧さえわからない)を使って

でも,アンプを作って音を出せるこ

とを示すということでしょうか.秦

た,電流出力型アンプを高内部抵抗

の正ドライブ3極管で作る1例とも

なりましょう.

1つは自然空冷式の直熟3極管5
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T31のシングル･アンプです.別名

450THのとおり,プレート損失

450 Wの,それだけで霞室のランプ

として使えそうな風貌のタマです.

5000Vで動作させることになって

いるので,アマチュア無線家でさえ

尻ごみする大型管ですが,これを

1000V弱で出力10数Wのオーデ

ィオ管として使おうというのです.

もう1つは推定プレート損失200

Wの強制空冷式燈台管(ライトハウ

ス管)です.こちらはただ風貌にほれ

込んだだけでなく,極めて単純で原

始的な構造が音によいのではない

か,と期待したものです.

どちらもハイ〟の0バイアス管

なので　グリッドを正に振るパワ

ー･ドライブが必要です.このドラ

イブ用に受信管の中では最強力の

8417を投入した以外,回路はオーソ

ドックスなものとなりました.ほと

んどの精力と体力は電源製作に質

し,とりわけ5T31のフィラメン

トに7.5V/12Aのリップルのな

い直流を供給したことが自慢です.

僅々とともるトリタン球も,円筒

の窓からほのかな明かりのもれる燈

台管も,夏の情緒いっぱいのアンプ

になりました.

1.直熱3極管5T31シン

グル･アンプ-一球と高圧

B電源,巨大A電源

(1) 5T31という球

4T17(100TH)という送信管が

オーディオ界で知られているので

これを4倍に大きくしたクマといえ

ば想像がつくでしょう. 30年ほど前

に放送局から定期交換品がかなり放

出されたものらしく,アマチュア無

線家には,所持しているがもてあま

しているという人が多いようです.

たいへん頑丈に造られていますか‡

フィラメントを灯してまぶしいのを

我慢して下からのぞき込むと,真空

管の動作を一目瞭然に知ることがで

きる単純な構造をしていて,美しい

音を想い描くことができます.好都

合なのは211や845用のソケット
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(第2図〉 ±400 V近くの高圧を取り出す電源回路

私にとって,この点でも必須の手法

です.

ただし,フィラメントや電解コン

デンサの外皮に負の高圧が掛かるの

千,こちらへの十分な注意が求めら

れます.また出力管カソードのライ

ンにリプルや電源ノイズが乗ってい

ると,それがそのまま出力段の入力

信号となるの?,十分な平滑とノイ

ズ抑制が必要です.さらに平滑だけ

で除き切れない超低周波揺動への配

慮も求められます.

第2図がB電源回路です. B電瀕

ボックス内に組むぶんと,アンプ側

に配する平滑回路を図示していま

す.電源ボックス内には, 5T31の

フィラメント電源を除いて,ドライ

バなどのヒ一夕電源も備えるので,

これらも表記しています.

以前の6GB8PPアンプと同じ

く,むかし大型カラー･テレビから

部品取りした大きな電源トランスを

便いました.推定DC容量0.35A

のAC330V巻線と, AC6.3V3

Aの2つのヒ一夕用巻線,それにパ

イロット･ランプ用とおぼしき

AC 6.3 V巻線ひとつカ満わってい
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ます.正規に購入するならAC350

Vが望ましいところです.

AC 330 Vを倍圧整流して,無負

荷時DC 460 V,全負荷時400 V弱

の正負電源を得ます.正負ラインと

も5H/0.25A(これも推定)のチョ

ーク･コイルでリプルを除き(ここま

で電源ボックス内),さらにアンプ側

でもRCリプル･フィルタを縦続さ

せて厳重に平滑します.電源ボック

ス内の平滑コンデンサには無負荷状

態を想定して500V耐圧のもの,ア

ンプ側には450V耐圧のものを使

っています.負側の電解コンデンサ

のアルミ･ケースには負電圧がかか

るので,絶縁皮覆されていないもの

は取付け金具部をビニール･テープ

で保護します.アンプ側にはさらに

2.2/`F (630V)のフイルム･コンデ

ンサを並列に入れました.

これだけ平滑フィルタをおごって

ち,カソード･ラインに超低周波揺

動がかなり残ります.球に信号とし

て入力されても出力トランスから外

へは出ません力も入力段階で切るの

が最善です.それにはグラウンド基

準の信号を送って来る前段(ドライバ

の前)とのカップリング時定数を控

える配慮が必要です.

固定バイアス用の負電源(カソー

ド･水口ワ･ドライバのカソード電源で

もある)のため, AC40V/0_15Aの

小型トランスを追加し,倍圧整流で

約100Vの電源をつくって負ライ

ンに重ねています.電流は高々40

mAですが,電位が-500 Vに達す

るので太い線で醍線します.

ドライバ用ヒ一夕電源も負の高圧

電位に置かれるので配線には十分

に注意します.

(4)フィラメント点火用の重装電

源

5T31のフィラメントは電圧が

7.5Vもあるので,ハム･バランサだ

けでハムを抑え切れません.直流点

火することにします.

直流点火がアンプの音質を悪化す

るという評判はもっともなところが

あります.数Aから10数Aもの電

流をコンデンサ整流すれば,ダイオ

ードガンでルス･ノイズを放出するで

しょうし,リプルが少量でも残れば

高調波成分が2-3次にとどまら

ず,交流点火の大きなハムより耳に

不快を与える可能陸があります.厳

重な平滑を施こし,高周波ノイズに

も留意しましょう.

5T31のフィラメント電源だけ

別のシャーシに組みました. AC16

V/15A (240VA)の市販トランス

(center製)の10Vタップをブリッ

ジ整流し, 2段のRCリプル･フィル

タを介してDC7V (定格7.5Vより

少なめ) 12 Aの直流電流に変えます

(正味のACIOVトランスならなおよ

いけれど, 20Aの容量が要ります).抵

挽はO.20/10Wの3本並列を4

カ所,コンデンサは10万LLF (16

wv)を2個と5万LLFl個を投入し

ました.第3図のとおりです.

これで残留リプルが3mVまで
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位です.-400-100Vライン(以下

負負ラインと呼ぶ)から抵坑分圧によ

る調整回路を通して供給します.ド

ライバのカソードを抵抗器を通じて

負負ラインへ引っ張ります.ここの

園前置によってドライバ管の無膚号

直流電流が決まります.この初期電

流が小さいと,上下半サイクルごと

の出力電流差が大きくなり,きつい

チ閥i形動作を迫られるの?, 16 mA

流してやりました.

ドライバ管のプレートをグラウン

ド(oVライン)につなぎます. 8417

のヒ一夕線の｢瑞はグラウンドにで

はなく,負電源ラインに落とすこと

を忘れないようにします.

なお, OVラインはシャーシに落

として初めてグラウンドと呼べるわ

けですが,次項のバイアス調整を終

えて完全に動作するまで(つまり裏か

ら触る必要がなくなるまで),OVライ

ンをシャーシから浮かせておくと,

万一の接触事故に対して安全です.

ただし信号を入れて常陸試験に移る

前に結ぶのを忘れると,奇径なノイ

ズに悩む破目になります.

(3)増幅は12AX7の1段

出力管がハイ〟管なので増幅回

路に求められる利得は存外小さく,

50倍あれば十分です.強力なパワ
ー･ドライバを備えているので負荷

5.1K　5.1K
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も軽く, 12AX7の1段でこと足り

るでしょう.この段は当然ながら,

正電源だけを使う普通のグラウンド

基準の増幅器です.ヒ一夕も普通に

グラウンドへアースします.

リプル･フィルタをたっぷり2投

入れて, 200knの高いプレート抵

抗を与えても, 2mAのプレート電

流を流せました.

すでに注意しましたが,次段以降

が負電源ラインを基準に動作してい

るので,超低周波の連結が生じない

よう,送りのカップリング･コンデ

ンサを0.02ltFと小さく採ります.

これには1000Vの耐圧が要りま

す.プレート負荷抵抗には,特別な

オーディオ用のものを使う場合を別

にして, 1-2Wのカーボン皮膜抵

抗器を勧めます.ヒ一夕巻線がもう

ひとつあれば真空管抵抗も音質を

清澄にする効果があります.

(4)ひずみは少々大きいが,無帰

還でまずまずの特性

配線作業中にひっくり返した5T

31のフィラメントを点灯しておく

ど,時折光輝を眺めて親しみを深め

るとともに,エージングを進めるこ

とができます. 100Wの熱も伝わっ

て来て,愛着がいや増します.製作

途中で各段のおおざっぱな点検･調

整をすませておくと,最後の仕上げ

+ 385V
⊂了

調整が楽です.

電源SWはフィラメント用A電

濾, B電源ボックスの順で投入しま

す.ドライバが傍熱管ながら,比較

的速やかに出力管のI｡｡が安定する

ので,これが適正値(設計は70mA)

になるよう,バイアス謳整ボリュー

ムを回します.電流検出抵抗を正ま

たは負の高圧ラインに醍せざるを

えないので,冒頭に記したテスター

の使いかたに留意します.

残留出力ノイズは5T31単独で

は0.6mVms,3C22とのステレオ

動作下で1.OmVmsでした. B電

源電流の増加によってハムが培える

のは,これがB電流リプルに由来す

るもので,フィラメント･ノイズが

十分少ないことを物語っています.

2ウェイ･スピーカからハムはまっ

たく聴こえません.

さて適正バイアス電流値なのです

が,設計時の想定値70 mAではず

いぶんひずみが大きいことがわかり

ました.第6図破線のとおり,0_5W

の小出力時でひずみ率が4%に遵し

ています.ひずみ率黙殺派の人が見

てさえ, ｢いくら何でも｣という声が

挙がるでしょう(いや信念はもっと強

固?).

当初はグリッド電流の負担が招く

ドライブ出力の屈曲かと思い, 8417

Ⅵ8417　Ⅵ5丁31
(第5図〉

5T31シングル･アン

プの回路図. 3C22出

力も回路はほぼ同じだ

が,第8図のヒ一夕用別

電源が必要

ラ　ジオ技術



身につけたいと思ったのは10年前

ですが,とんと進歩していないのは

痛恨です.

5T31アンプは基調を高音寄り

とする清澄な音質で輝きあふれる

音は球の容貌そのままです.ただ記

憶にあるトリタン球の音より切迫感

とおもしろさがあります.ピアノは

はずみ,乗りがいっぱいです.ヴァ

イオリンはさわりで情を解き放つよ

うなところがあり,愛と親遇惑を覚

えます.

3C22はいっそう清純な音です.

バランスも自然,めりはりも自然で

す.外観から持つ印象と正反対なの

で試聴の折に左右を逆に錯覚した

ほどです.ただし透明感は優り過ぎ

の感があり, 5T31よりよそよそし

くおもしろ味や愛婿に欠けます.

それでもこういう音質を好まれる

人もいるでしょうし,電極構造の単

純さと関連しているのだとすれば

高く評価すべき音の特徴ともいえま

しょう.だがいかんせん,私の部屋

ではまだ音の表に出ていないのでし

ょうが, 3Wを超えてからの出力波

の視覚的容姿が悪すぎます.

4.グリッド電流の出力合成

を試す

この粗い画素のどこにこんなもの

がつまっているのか,と思う写真が

ありました.イスラエル兵に射殺さ

れた少年の遺体を前にしたパレスチ

ナの幼い児童の,宙に向けられたま

なざし.そこにものすごい大きな空

間が広がっています.

巨大な疑問の穴のような瞳孔の奥

にあるものと同じものを,キャパの

写責で,フランコ･ファシスト軍と

の戦闘に出兵すスペイン市民の眼に

見たことがあります.

責任の重さ,崇高な使命への神聖

さの輝き,あどけない幼児には重す

ぎるものを,純真さという眼の中の

海が吸い込んでゆきます.どんな民

族のどんな神もこのまなざしを愛す

るだろうと思います. 1枚の写真を介

してでも,眼から一生ぶんほども深

くて綾のある,腑が伝わるのです.

親や子供や兄妹を失うことは,心の

胃や肝をえぐり取られるようなもの

でしょう.その物質的･肉体的な感

覚には実体的な根拠があるように思

います.この感覚を想い起せば人

間の(人間に限らず)心は,身体外の

物体を経由する感性的信号を通じ

+385V ▼+E 
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(第10図〉 3 C 22シングル･アンプのI｡1合成式出力回路
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Ebb

て,身体より広い範囲に広がってい

る,と直観されます.音と音楽との

関係にも,この辺のことがからまっ

てるように思います.

(1) Gl電流の出力合成回路

10年前に発想して本誌にも811

アンプや46アンプなどで紹介し

輿,正ドライブ管へのひずみ低減手

法である,第1グリッド電流の出力

カ疇〔方式を試してみました.

基本構図は第9図のとおりで　カ

ソード･ホロワ･ドライバ管を5鯖

に変え,インピーダンスを高めたそ

のプレートを出力管プレートに連結

するのです.こうすると,カソード

から出力管へ注がれるグリッド電流

はインピーダンス変換されてプレー

トへ現われ, 3 C 22の出力電流に合

成されます.結果として,スピーカ

負荷には正味の出力管のカソード電

流が供給されることになります.

ドライバ管のスクリーン･グリッ

ドは交流的にグラウンド電位に置き

ます.対カソード電位は一定せず

純正の5続とはいえません.しかし

プレートの電流舘嚇哨旨力を遮断する

呼び名どおりの``スクリーン格子''

としては動くので,やはり5箱に分

類すべきでしょう.

プレートには出力管と同じく800

Vの対カソード電圧が掛かります.

8417では耐圧不足です.オーディオ

用パワー管の中では,高名が過ぎて

極めて入手困難なEL 156を除けば

EL 34(そのビーム版KT77)だけがそ

のような高圧に耐えられます.ただ

しgmが8417の1/2しかなく,変
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動の大きな負荷へのドライブ能力に

不安があります.それでも選択の余

地がありません.

(2)曲がりなりに最大出力18W

を謳えるアンプになった

とまれ実行してみましょう.篤lo

図がドライバと出力段の回路です.

プレートどうしを直結すると寄生発

振を起すのでEL34のプレートに

1 kn抵抗を入れています.発振対策

としては過大ですが,電圧に余裕が

あるので構いません.余裕がなけれ

ば,コイルに替えるべきです.

3C22のIb｡が70mAのままで

は,ドライバのI｡｡と加算されて86

mAが出力トランスを流れること

になります.出力トランスF2007

の許容値100mAにぎりぎりなの

で　65mAに控えました.

半サイクルの頭の屈曲が緩和さ

れ,なんとかこのノン･クリップ･

レベルを定格出力と謳っても,ひど

く気がとがめないくらいになりまし

た　それでも第11図のひずみ率特

性のとおり,数値的な改善度合は大

したものではありません.日で見て

ら,完全に屈曲がなくなったわけで

はありません.

まだ残る屈曲は,改造前のように

出力管内の現象(I｡からのI｡1の削減)

ではなく,ドライブ電圧そのものの

38

屈曲,つまりドライバ管のへたりで

あると知れました.案の定, ELSA

ではgm不足だということです.

しかし交換球はありません. E｡

800V, E｡2400Vなどという過剰隆

能を持つ``馬鹿な''受信管は他にあ

りません.これで完成とします.

EL34が何と強力なタマか,いまさ

らながらに感心します.ギター･ア

ンプで赤熱するまで使うという話

ら,納得できます.

(3)お菜らしい苦の魔または神秘

音質がガラッと変りました.厚み

と活力のある音です.ジャズに恰好

で,とりわけドラムスにピッタリで

す.女性ボーカルの歯切れがよすぎ

る感がありますが.

クラシックのピアノは中低音が太

く響き豊かですが,高音はちょっと

甘さや愛想が欠けます.清純に鳴っ

ていたヴァイオリンがはきはきと明

快な音に変りました.それはそれで

悪くないとも思うのですが.3C22

で聴いた後で5T31で鳴らすと,心

情の綾にうっとりしてしまいます.

クラシックは5T31のものです.

それにしても音は魔物です.ドラ

イバのEL34から補充している出

力電流は, 5Wを超えてからでも全

体の1/4から1/3ほどで試聴レベ

ルでは1/5にも満たないと推測さ

れます.こうまで音質(の心象)が変

るのは不思議です.ドライバ管の特

性なのかグリッド電流の性質なの

か,もう少し調べないと何ともいえ

ません.

もう分析は疲れました. 3C22の

方をデンマーク製のスピーカへ　5

T31を先月の自作の低音の足りな

いつづみ型(左右伸縮式) 2ウェイへ

つないで,ステレオで鳴らしました.

1チャネル分さえ低音の豊かなスピ

ーカがあれば　曲にぜんぜん不満を

感じないことを経験ずみです.

自作の太鼓型システムと5T31

との組み合わせが絶好である,と知

れました.このスピーカは製作記の

とおり, 2ウェイに変えて音を滑ら

かにしたものの,大音量ではまだヴ

ァイオリンの音がきついかなと思っ

ていたものです.ところが5T31

で鳴らすと,さっさが少しも減じな

いのに,清澄感を帯びた上に情緒あ

ふれて,大音量でもうっとりします.

3C22の明朗な活気と合わせて,
"切迫感たっぷりの艶っぽい音'',つ

まり`胸にくる音''が得られました.

ちょっとべたほめの嫌いがあるの

で大合奏部では解像が甘いという

不満も記しておきます.

比較のため,昨夏に作った4P

55 (直熟5極送信管)アンプを鳴らし

てみました.こちらは優雅な音です.

安心できる美しきで　はみ出すとこ

ろがありません.それに引き換え,

今月の3極管アンプはどことなく危

つかしいところがあり,それが胸中

のスリルをなすので　もう一種の魅

力です.

マックス･ローチの``weInsist!''

の怨念の爆発のようなフレーズで,

爆発した怨念が地上にしっかりと,

活気に満ちて立ち,この曲がりりし

い現実的な抵抗の意志であるとわか

りました.
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