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ラジオ技術12月号の編集後記

で, RGAA会場でヘッドフォン･ア

ンプ特集をやって欲しい,との意見

を伺ったとありました.そのご要望

に答えて,今回はヘッドフォン･ア

ンプを作ってみることにしました.

ヘッドフォンだけでは,インピー

ダンスの問題等もあり難しいので,

lW程度の出力とし,スピーカも鳴

らせるようにしました.コンパクト

にまとめたかったので,一般的な6

BM8で作ることを考えましたが, 6

BM 8が品薄なのと,手持ちの関係

で以前使った, ECL 805を3縞で使

うことにしました.

ECL 805の特徴

今,秋葉原では1000円以下で手

に入ります. ECL805の特徴は,前

回も書きました力i ECL805は18

GV8の6.3V球で,プレート損失

を絶対最大定格7 Wだったものを,

設計中心定格8 Wにし,設計最大定
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格は10.5Wにあげた球がECL

805です.入手のことも考えて,前回

同様プレート損失7W以内に収ま

るように設計しました.

ECL805の5極部は, 6BM8の

約1.5倍のプレート電流が流れ, 6

CW5に迫る勢いです.また3極部

は三定数から, 12AT7や6AQ8

の1ユニットに近い特性と思われま

す.シングルで使うには, 5極管接

続のままだと電流が流れすぎて使い

づらいと思います.しかし6BM8

でも5極管接続シングルの時は,ロ

ードラインを引くと良くわかります
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29



ECL805 (T)

83V

臆百百百

ECL805 (P)

186V　7k m-6730　00

助 手 ��

204V H16-122103V ��

上量l憶…;≡ 二一子､亜+ 
+i. 

1200* ���6な耳爾�

FUZE 0. 5A

んどの場合,ヘッドフォンとシリー

ズに抵抗を入れて音量を下げます

力‡スピーカの場合,音が大きいか

らといって,単純にシリーズに抵抗

を入れて音量を下げることは,オー

ディオ機器ではないはずです.しか

しヘッドフォンではシリーズ抵抗を

入れて音量を下げるのが多いように

見受けられ,あまり音質にこだわっ

たやり方には思えません.

そこで出力トランスのタップをア

ツテネ一夕代わりに使い,ヘッドフ

ォンにかかる電圧を下虜音量を小

さくします.細かく変えるためと,

カソードNFBのために, 2次側の

16 【一側をアースします.今回は出力

トランスを半分のインピーダンスで

使います.この時16-8m端子は

0.74で】端子となります.また16-4

0端子は20になります.それを直

32

接ヘッドフォンに

接続し, 160-0

0間に8(}のダ

ミー抵抗をつけれ

ばOKです.

これですと,ヘ

ッドフォンにシリ

ーズ抵抗も入ら

ず,アンプの負荷

は8(1のダミー

抵抗が大半を占め

ます.ですからイ

ンピーダンスの種

類多いヘッドフォ

ンでも,そのこと

を考えずにすみま

バーツ名 �8��ｸ4ｨ�ｲﾒ� ��

ECL805 ��2本 ��

FU44-160 �5�4ｨ6��l(i ��

Hー6-122- 傚�mｩk8ｭ��1台 偸I?ｩk9�ｲ�

KA-5730 偸I?ｩk9�ﾂ�2台 兌�?ｩk9�ﾂ�

C-510 �4Tﾂ�1台 ��

48-0.lA 偸I?ｩk8ｻ��1台 傚�mｩk9�ﾂ�

48-20mA 俘ﾉ?ｨｧｨｻ��le 傚�mｩk9�ｲ�

2個 丶9�ｩk8��

4個 丶9l洩9�ﾂ�

25V100FJF ��2億 丶9l洩8偐�

16VleoftF ��2億 丶9l洩9�ﾂ�

0.22〟F 盤D"�2本 丶9l洩8楪�

8.2()3W ��2本 丶9l洩9�ﾂ�

560Q3W ��2本 丶9l洩9�｢�

470KQO.sW ��2本 丶9�ｩ{��B�

100KQO.5W ��2本 丶9l洩9�ﾂ�

2KoO.SW ��4本 丶9��ｸﾊb�

1.6KQO.SW ��2本 丶9l洩9�ﾂ�

S4V860 ��1本 �5H98ﾔ�8ﾈ4�6x8ﾒ�

sPターミナル ��4佃 傅ﾉzﾒ�

ヒューズホルダー ��1〃 丶9l洩9�ﾂ�

SW ��l〃 丶9l洩8ｭ��

ピンジャック ��2佃 做以��

1値 丶9l洩8��

250KQVR �4�8ｸ7h5��l○ 伜(唏ﾅ(薰�

す. 1例として32(一とヘッドフォ　mWとなります.

ンのインピーダンスを仮定し,最大　　ここでインピーダンスを半分に見

出力を求めれば80端子から出せ　立てましたのでトランスの1次イ

ぱ24mW, 4m端子から出せば66　ンピーダンスをもう一度計算し直し
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てみます.直流抵抗はテスターで測

りましたので正確では在りません

力㌦大体の傾向がわかります.まず

7kn～B問に3Vを掛けて無負荷

時の電圧を測ります.

16 0端子の電圧が0.148 Vでし

たので,巻線比は(20.27: 1)にな

ります. 20.27×20.27×8-3287

亀それに加え直流抵抗がB～7 kO

で3190, 2次偵幅流抵抗Inを1

次側にあると仮定し変換して,

20.27×20.27-4110を加えて合

計4017(一が1次インピーダンス

に,損失が3287÷4017-0.818 (-

0.87dB)となりました.

回路説明

回路ですが,説明する必要もない

くらい簡単な回路です.初段は3極

部で約30倍のゲインが得られる
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はずです.定数は

12AT7を参考

にしました.終段

は3鰭でカソード

NFBを1.9dB

掛けてあるのみで

す. -ツドフォ

ン･アンプなので

電源リップルを減

らす為に,最近癌

になっているチョ

ークをまた多用し

てしまいました.

初段用30Hの

チョークはちょっ

と力細工をして,

一回コアをはず

し,ギャップに入

っているスーミ-サ

の紙を取り除いた

パーツ名 �8��ｸ4ｨ�ｲ� 辻�

18GVa ��2本 ��

FU44-200 �5�4ｨ6��1位 偸I?ｩk9�｢�

H17-01051 俘ﾉ?ｨｧｩ�ｲ�1台 偸I?ｩk9�ﾂ�

KA-5730 偸I?ｩk9�ﾂ�2台 偸I?ｩk9�ﾂ�

C-510 �4Tﾂ�1台 ��

48-0.lA 偸I?ｩk8ｽ��1台 仆�(ｹｹ�ｲ�
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●18 GV 8時の雑音ひずみ率常陸

ンスで追試をやって見ました.今度

はほぼ同規路の18 GV 8を使い,電

源電圧を上げて負荷抵抗5 kmとし

て最大出力を増すことと共に,ダン

ピング･ファクタ向上を目指しまし

た.ついでにUSBオーディオ･ボー

ドを組み込みました.

これは私の第1作目,キットにな

っているPCL86シングル･アンプ

にUSBオーディオ･ボードを載せ

た本(iPodで楽しむ組み立て真空

管アンフ)で取り上げられたのでこ

れを参考にして組み込んでみまし

た.ただしカップリング･コンデン
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サがアルミ電解コンになっていま

す.それをタンタルコンに変えては

いけません.

動作は出力トランスを通常のイン

ピーダンスで使い定損失を減らし,

少量のループNFBも掛けてみま

した.その結果,最大出力は, 1.36

Wに上昇しました.ゲインはループ

NFBを2dB掛けたので13.1

dB,周波数特性は0.5W (2V)

時,-1 dBは17.4Hz～34

kH2,-3dBは11.5Hzへ64kHz

と予想通り帯域が狭くなり,ダンピ

ング･ファクタ屋見事改善されて

4.0でした.初段のカソード抵抗は,

4.3 knの時が終段との歪打消しが

上手く行くため50%以上下がりま

すが,ちょっと絞りすぎかな?の感

がありましたので最初の時と同じ定

数にしました.

音質の違いはとくに低音にありま

した. ECL805はとにかく押し出し

の強い音で　ゴツゴツした脂っこい

音でした.

18GV8は,以前の春日のトラン

スよりも,よく低音が出ていても脂

っこい感じはなくなり聞きやすい音

でした.私の好みからいうと18

GV8の方が好ましく思われまし

た. 2つのアンプはほぼ同規格の球

で球の違いというよりもトランスの

インピーダンスの違いです.

今回は配線がきれいに仕上がりま

せんでした. ECL805はトランスの

性格がわからなかったため,組み直

すかも知れず,トランスのリードを

詰めなかったので電線がのさばって

見苦しく, 2作目も-ツドフォン端

子のことを忘れで慌ててヘッドフォ

ン端子を無理やり詰め込んだので配

線がきれいに仕上がっていません.

ご容赦ください.

今後の予定ですが6V6大量カ

ソードNFBシングル, 6L6GC･

6B4Gコンパチシングル･アンプ,

L 1525シングル･アンプ等を予定し

ています.計測機器パナソニック

VP-7720 A (オーディオアナライザ

ー),日立Ⅴ-552(オシロスコープ),

他を用いました.

●30H20mA　チョーク･コイル
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