
直熱5極送信管RK-20 AでI｡2合成

アンプの製作スーパ-5縞PPア 
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●ひずみ率と音質の関係を検討
お約束どおり,秋の祭のつもりで

赤紫に彩ったアンプを製作していた

ら,選挙の当選を人殺しの免状と受

取った(?)超大国の大統領がイラ

クの解放された街へ軍隊を突入させ

て,いきなり病院を襲い,水道,香

気を切断した上で,ウラン灰まじり

の爆撃で市民を締めつけてゆくとい

う行状に及びました.いま刻々と子

供が死んでいるといいます.

時を同じくして,日ごろこの大統

領にののしられていたパレスチナの

指導者が急死.病名が不明だそうで

す.隣には毎日ミサイルで暗殺をや

る国があり,超大国の盟友です(日本

はほめちぎられていても,幸いこれほどの

盟友でない?).この国自身もいきな

りトン級爆弾を落とすなど,どぎも

を抜く派手な暗殺行為に及びます.

それでも祭は楽しいことばかりで

やるものでなく,自然の精霊に感謝

したりなぐさめられたり,怒りをお

さめたり,時に怒りをかきたてたり,
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しばしば喜怒哀楽をそっくり合わせ

ていっしょになったりするためにや

るものですから,やはり秋祭風アン

プと題して,風流な送信管アンプを

製作したいと思います.

0　　　　　　0　　　　　　0

今月のアンプ製作の動機の大半が

管の容貌にあることは,タイトルの

写真を見るだけで察してしまわれる

でしょう.このRK20Aという送

信管には一目兄で隠れこんでしまい

ました. 2カ月前の超大光球と対極

的な,丈長の優美な管です.

ただ頭にプレート接続ピンだけで

なく,放熱板らしさ大きな金属笠を

かぶっていて危険この上なし.どう

保護したものかと思案するうちに,

収納箱の奥深くに潜んでしまってい

たものです. 5T31アンプの正負振

り分け電源が好首尾だったので　よ

うやく人体を危うくしない使いかた

を見出せました.この優美な出力管

2本を引立てようと,ドライバ管そ

の他の形状や配置をあれやこれや3

日間ほど思案し,写真のとおり丈長

の管を主体に並べたシャーシ風景に

なったものです.

幸いにもこのRK20Aという

蛛,直熱5極管としての常陸が流麗

で,第2グリッド電流の出力合成,

すなわちスーパー5鰭を新しい手法

で実行して,ひずみ率特性の劇的向

上を達成できました. 8年ぶりに新

しいヴァージョンのスーパー5結

PPアンプが出来上がりました.

それで先月に引続いて,ひずみ率

の大小と音質との関係について,い

っそう突っ込んだ検討を行うことが

できます.先月はHiTiでないアン

プをHiゼiに変えればどうなるか

の検証でしたが,今月はもともと

HiTiであるアンプのひずみ特性

を,もっと飛躍的に向上させればど

うなるか,という興味深い検討です,

1.直流5極送信管による

PPアンプの電力設計

(1)正ドライブ必須の5極送信

管-高電圧高負荷でA級PP

もはや球とは絶対に呼べない硬物
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ずれも直熟5極管です.直熱5極管

のI｡2合成は,なぜか神秘的なほど

のひずみ率減少を見るのです.

出力に並列に入れた高インピーダ

ンスの補助パワー素子(MOS-

FET)にI｡2相当信号を入力するも

のです. I｡2信号は第2グリッド電源

の供給線から採り出し,トランジス

タ･カレント･ミラーで対グラウン

ドの信号に変換しています. I｡2相当

より1.5倍ほど上増しした電流の

出力への加算によって第3次ひずみ

が激減し, PPアンプ(A級)では経

合ひずみ率が一般的な5極管で1/

10以下に,直熱5本管ではさらに数

分の1に落ちます.

なぜそうなるかのからくり,およ

びA級PPである必要性について,

先月号で簡単に説明しています.よ

りくわしくは10年前の製作記をご

覧ください.ただし, I｡2の1.5倍へ

(第4図〉

フィラメント電

源ボックス回路

の増強合成が,球に元来ある3次ひ

ずみ(カソード電流がもともとはらむ

3/2乗ひずみの奇数成分)を相殺する

数理については,いまだ私にも詳細

不明です.

(2)平衡ライン･トランスでi｡2信

号を採り出し,補助真空管で合成

あえて手間をかけてひずみを減ら

す限りは音質も向上して欲しいの

で,音質阻害の要因を最少隈に抑え

ましょう.まずトランジスタ･カレ

ンド･ミラーを小型の平衡ライン･

トランスに置き換えます.つぎに出

力部に重なる合成素子を,パワー

MOSから真空管に変えます.第6

図のとおりです.

変換トランスは脱色要因(ひずみの

減退)近,トランジスタは色づけ要因

(混濁)になりやすいが,度合は前者

がまし,というのがあまり多くない

私の経験知識です.先月のGl電流
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1(第5図)

I｡2を合成する

スーパー5籍の

原初的な回路

の採り出しと違って,ドライバ管プ

レートではなく, G2電極の根元にト

ランスを入れます. PP平衡トラン

スの要領で採り出した対アース信

号を逆相で補助合成管へ送ります.

6000: 600偶では十分な大きさの

信号電圧を採り出せないので, 600

0 : 10kQの昇圧比4倍のTD3(タ

ムラ製)を便いました. 1次側には

200 a-250 0の電流検出抵抗を加

えます.

補助合成素子に真空管を使う最大

の動機はRK20Aを引き立てると

いうデザイン上の思惑なのですが,

真空管1本と半導体1個とでは,刀

ソード･ポロワとFETソース･ホロ

ワとの音質阻害度を比較して,前者

がよいという結論が出そうです.

600VのB電源に平然と耐えられ

るEL34を,初期プレート電流10

mAという深いバイアスで使いま

す. B級動作といえるでしょう.当

然に固定バイアスでなければなりま

せん.

理屈上は初期電流をI｡2のそれに

きっちり照応させなければならない

ところです力㌦　実際はおおまかで構

いません.出力管の無信号時I｡2は,

先回りしていえば約9mAです.

(3)合成部にも音質への最大限

の心配り

先月のグリッド電流合成の経験か

出力管
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ら痛感することに, I｡2合成にかか

わる部品やラインに音質阻害要因が

ないよう十分な配慮をしないと,ひ

ずみを落としても音はさっぱり,と

いうことになりかねません.

これまでに作ったスーパー5結ア

ンプがどうだったかというと,当時

は回転シェルを持たず,鮮明な単段

構成の真空管プリアンプもなかった

ので,音質に変化を聴くことができ

ませんでした.

今回初めてスーパー5箱によるひ

ずみ率特性の大幅な向上について,

音質の変容(高品位化が劣化か)をじ

っくり確認します.心して,閑わる

部品に麿さを掛けておくことにしま

す.といっても回路が単純なので,

注意すべきはEL34のG2電源と

Ic2の検出抵抗くらいです.前者は電

解コンデンサとフイルム･コンデン

サとでしっかりバイパスし,後者に

は進工業の1/2 W平板状金皮抵抗

を便いました.

あと大事なのはEL34のエージ

ングです. 1日2-3時間の音出し

では, 10日間ほどは音質が変化する

ようです.

3. RK20Aスーパー5結モ

ノ-ラルPPアンプ

私の音響装置が近ごろひと皮むけ

始めたと思うのに並行して,視覚に

関するアマチュア的探求も｢歩奥へ

進んでおります.

以前に夜の樹間に浮び上がった眼

の中に星や月が出現する艮唱絵画に

ついて言及しましたが,あれ以来,

第2種残像というものに気付きまし

輿.聴覚でこれに似たものは,音楽

にとって本質的要素をなしていると

思います.

目の前方にあるある種の形一一一一つ

まり眼に似た像-に感応すると,

その中に星らしい光点が見え隠れす

るのです.何らかの切迫感を覚えな

いと現われないし,もう1カ月以上

持続しているので,ふつうの単純な

残像ではありません.

おかしかったのは,中天のプレア

デスに目をこらしていると,その中

にもうひとつ星が見え隠れしたこと

です.巴形というのが散文的な説明

でしょうが,印象がずれています.

巴形といえば樹間に浮び上がっ

た眼の中に半月が出現する光景に見

とれていると,その移動につれて,

まぶしいりんかくの中に黒い葉の影

が現われたりします.この微細な黒

斑が微妙に揺れ動くと,現実なのか

虚像の瞳なのカ判別できず,そのう

ち遠近盛が崩壊してしまいます.そ

の葉の影に虫食い穴があったりして

突如鋭く光輝を放つと,生々しさに

心臓も体も氷つくほどです.これは

写実主義なのかシュール絵画なの

め,どちらなのでしょう.

先の第2種残像についていえば

ジャズはこの聴覚版の効果を大いに

生かしていますね.モンクのピアノ

など最たるものでしょう.

0　　　　　　0　　　　　　0

2本のトリウム･タングステン管

のまわりに鉄材を林立させないよ

ラ, A電源ボックス, B電源ボック

ス,アンプ本体と3つのユニットに
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〈第7図〉随一20 Åスーパー5籍PPアンプの回路図
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音質については前項で触れたよう

に,カーボン皮膜抵抗だけで作った

状態では,派手なシャーシの色や主

役のまぶしい光輝にしてはおしとや

かでした.その後の手入れとエージ

ングで,華とか艶とかいえるものが

乗ってきました.

このすでにHi-Fiの水準に遷し

たアンプをスーパー5縞に変え,い

っそうのひずみ低減が音質にどう作

用するか,検討しましょう.この時

点では変化を聴き分ける自信などな

かったわけですが.

4.スーパー5緒によるひず

み低減とその音質効果

視覚についての興味深い(そして相

当怖い)体験をもうひとつ紹介しま

す.

強いインパクトのある視覚像は,

散索していてそろそろ切上げようと

思ったころに現われるのが常です.
"力を抜("法則のひとつでしょう

か.とりわけ強い心理的吸引力のあ

る像-たいがい遠景と近景との重

なりがつくるので移動してしまうと

消えます-に目がぶつかった空端

に,周囲の空間が変容し始めること

があります.点描画のように色だけ

が散乱していたり,逆に線だけが抽

出されたりして,段階的に具象性が

消失し,ついには完全な抽象絵画に

至るのです.

あるとき,この空間の固定性が強

く,元へ戻れなくなった(と感じた)

ことがあります.それならと積極的

にこの空間に没入すると,ちょっと

名状し難い状態に至りました.大小

感覚や明暗度がケタほど自在伸縮す

るという感じです.具象的な対象世

界ははるかな昔,完璧に崩壊してい

ます.

抽象絵画は現代絵画とされていま

すが,よく知ると,原始絵画は抽象

164

(第9図〉新しく考案したI｡2合成回路

から始まり,象徴を経て写実に至っ

ています.ラスコーの壁画はこの進

化のひとつの峠です.その後に凝縮

と簡素化が続き,このような波状の

歴史が幾度も繰返したようです.

とすれば,この視覚は原始回帰な

のでしょうか.でも対象世界の崩壊

の中でも,もとの眼の瞳の中の, 1

点の瞳孔だけは厳と残っています.

周囲は楢葉が素材をなしてフーガの

ように変容する,こpl点の象徴な

のかも知れません.この瞳孔にいっ

そう視覚を集中すると,やがて具象

世界が戻ってきました.

0　　　　　　0　　　　　　0

今月の製作のテーマであるスーパ

ー5緒の実行,そして大幅にひずみ

を低減したアンプの音に耳を傾ける

ことにします.

(1) Ic2合成によるひずみ率の大

幅減少

バイアス調整回路を含む合成樹功

管部の詳細な定数を第9図に示しま

す.補助管EL 34の入力部にポリェ

-ムを設けていますが,これは最適

合成量を求める優のためで,適正入

力量がわかれば省くべきものです.

EL 34の初期電流I｡｡_mは, B級に

近い10mAに設定しました.

G2電源供給線に入れた平衡ライ

ン･トランス1次側に電流検出抵抗

Rsを抱かせますが,この値が合成量

を決め,ひずみ低減の正否を左右す

る要めの定数です.この最適値を捜

さなければなりません.

2000から始めました.ここで検

出されたI｡2相当信号電圧がトラン

スで4倍に増幅されてEL34に入

力され,出力への合成電流imに変換

されるわけです. imはic2(I｡2の交流

分)の約1.5倍でした.

ここでEL34の初期電流にたち

返って厳密に考えればIb｡_調は無

信号時Ic2(9mA)の1.5倍でなけれ

ばならない理屈です.でも実際はお

おざっぱで構いません.

10 mAの前後で変化させても,

Ic2合成の効果に大差はありません

でした.

200 0の検出抵抗ではボリューム

最大が最良?,ひずみ率常陸は第10

図のとおりでした.もとから微少ひ

ずみだった小出力時を別にして, 1

W以上の出力では14 dB(1/5)減少

しています.最大出力も25Wに増

大し,利得も上昇します.10数Wで

1%に達するので, "最大出力付近ま

でポイント･ワシ'というスーパー

5緒の謳い文句にはほど遠いです

が, 10W近くではAB級となり,
``A級PPであるべし''というスー

パー5籍のしきたりを破っているの

ラ　ジオ技術
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で仕方がありません.それでも,私

の音響生活水準ではおおむねポイン

ト･ワン･アンプです.

ひずみ相殺の最適状態はRsがも

っと大のところにあることが明白な

のですが,この時点の成果に大喜び

して,すぐさま音出し試験に移りま

した.そして, 10日間ほどもエージ

ングによる音の変容に耳を傾けたあ

ど,初めて精密な電気特性の詰めに

着手しました.

ところ力‡ついでに各所実験的配

線を整理する荒っぽい電気工事をや

ったせいで,アンプが動かなくなっ

てしまいました.締切直前のことな

ので腰を据えて修理する暇がなく,

スーパー5緒の最大効果を確認する

ことができませんでした.ひずみの

急減度合からして,あと軽く6dB

は落ちると思われ,ひずみ率改善20

dBは確実だと推定します.でも,チ

ータを掲げることができません.

もっとも読者のみなさんも例外な

く,関心のあるのは音だと思います.

音は10日にわたってじっくり聴い

ています.

(2)弦楽器がすぼらしい

単段構成の真空管プリアンプと接

続し, 2ウェイ･スピーカで音出し

試験を行います.スーパー5鰭によ

るひずみ低域のあり･なしを, EL34

人カボリュームの最大･最小で切り

JAN. 2005

(第10図〉

RK20Aスーパ
ー5鮭(I｡2合成は

壇え目)のときの
ひずみ率特性

2　　4　6　810　　2

換え,音の差に聴き入ります.

わかり切ったことです力‡初日は

まるでタメでした.スーパー5鰭に

よって粒が目立つものの,聴こえる

のは機械的なアレのようで輝きも艶

も減退する一方,繊細さも落ちます.

これは数時間のエージングでずいぶ

ん改善されます.滑らかさ力勒慣わる

ど,明瞭感の中から不快や鈍さが消

ぇてゆきま記

日ごとのエージングが進むと,ス

ーパー5鰭のひずみ低減によって,

``明瞭で軽快になる''が``派手さは引

っ込む''という傾向がはっきり現わ

れ,これは雨の日でも聴き分けられ

ます.そして2番目の傾向が``響き

や輝きの減退"と感じられるか, `繊

細な'聞宙があってなまめかしい''と

受取られるかは,楽器によって対極

的です.ピアノでは明瞭感が得られ

るものの,それはおとなしさとしか

聴こえず,タッチの華(高音の輝き,

低音の響き)が薄れる短所が目立ちま

す.かといって,微細な表現力がさ

ほど向上したとも聴こえません.

ヴァイオリンでは反対です.スー

パー5結なしの方が情緒は豊かです

が各節がどことなく似ており,微妙

な抑揚の表現力も落ちます.といっ

ても, 『四季｣の情景の表現はまった

く不満のない域に達しているのです

那,スーパー5箱へ移ると,何か霊

的な存在まで現われる印象を受けま

す.スーパー5結なしの"春''が霧

から姿を現わす日や陽光の注ぐIi厨

や木もれ陽の戯れだとすれば　スー

パー5籍の``春"は,未明にかすか

な赤るみが差し始める頃から演奏の

始まる音楽だ,といえましょうか.

どうやら,瞬間的に発音する鍵盤

楽器が要求する音の鮮明さと,弦楽

器など連続的に転音する楽器の要求

する鮮明さとは,異種のものだとい

う感触を強く受けます.スーパー5

籍による(1%以下をさらに小さくす

る)ひずみ低減は,後者の鮮明さを明

らかに向上させるが,前者について

は疑問符がつく,というところでし

ょう.もっともひずみ低減の手法な

いし,部品,配線に問題を残してい

るのであって,ひずみ低減の本質的

な性質でないと推量しますが.

スーパー5続の正否にばかり聴覚

を向けていると, RK20Aが怒りま

す. FET単段アンプと聴き較べを

してみました.この単段アンプは『ラ

ジオ技術』主催の発表会で鳴らした

ニュートログイン式とまったく同じ

回路で,いっそうコンパクトに組ん

だものです(やっぱり赤塗り).

やはりピアノでは鮮明度で負けま

す. 1枚ヴェールをかぶっています.

でもヴァイオリンではなまめかしさ

の表現が上回るという印象を受けま

す.試聴会で鳴らされた``Take

Five''のLP盤を聴いてみました.

出だしの打音や後半のドラムスは,

単段FETアンプの現実感が恐しい

水準で一歩引かざるをえません.

でもサックスが鳴り出すと,前へ踏

み出せます.

2台でステレオ演奏すると一一多

分,互いの長所だけを前に出すので

しょうー一一一一音源が頭上へせり上が

り,私の五感も宙に浮かんでしまい

ました.
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