
テスターの使用範囲をひろげ,ます

ます便利にしまう,というアダプタを

若干コシラエてみました.考えように

よってはドンナに複雑なキカイでも,

指示計としてテスターを用いればテス

ターのアダプタと呼べる(ライカの交

換レンズの中にソンナのがありまし

た)はずですが,ここで説明しようと

するアダプタはもっと簡単な,組立て

るのにあまり時間のかからない,しか

ら,ジャンク･ボックスのなかにコロ

ガッテいる公算の大きい,ありふれた

郵晶で作れるアダプタです.
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∴＼∴∴繋 -一一ら テスター用の 

万能電源を作る 

第5革に説明したように,テスター

はLC計,メガ-,等として使用で

きますが,これらの測定にはテスター

以外の電源が必要です.ジャンク･ボ

ックスにコロがっていた並四トランス

ど,コレもなにかに使ったことのある

古シャシを用いて,テスター用の万能

電源を作りました.

回路は第1図のとおり,別にとりだ

てて変った点もありませんが,一応説

明しますと,"テスターベ'と記入され

第1図-テスター･アダプタ用万能電源　　　　だ端子はテスターをL
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C計,メガーとして使

用するためのACl00

V, 6.3V　およびDC

300Vを供給する端子

で,供給電圧をS2で

切換えています.図上

Rxと記した怒抗は,

テスターをメガーとし

て局いる倍率器です.

私のばあいはH社のテ

ているため,この抵抗は

ただ保安用として数

入れるだけですむので,

プリアンプのB電源とし

とができます.

Efと記した端子は,チェッカ用のヒ

ラメント用電圧をとり出す端子です.

私の用いたトランスが1948年製?の

並四トランスですので,図のようにEi

を5段階に切換えて, 12Vまでの電圧

を得ています.もっと高電圧まで必要

な場合は,トランス1次側の90Vタ

ップを組合せることもできますが,ら

まり必要を感じませんでした.

このセットで普通と変っている点

は,シャンを完全に浮かせてあること

です･これはテスターCレンジ電源と

して100VACをとったり,また万能

電源としてバイアス電圧供給用に使用

する可能性が(私のはあいには)ある

ためです･コンデンサ測定レンジで,

電圧に対するアジャストの効かないテ

スターでは,電源に電圧調整器を入れ

る必要を生じますので,そのようなテ

スターを使用の方は,スライダックと

でも練合せて使ってください.トラン

スは'たいていのものが使えるはずで

チューブ･チェッカ月シャン
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ルにもチューブ･チェッカ

にもメが一にも

岸　　　活

すが,もし新しく作らせるのなら,ヒ

一夕巻線にいろいろの電圧を出してお

くと便利です.

あらゆる真空管に

適合する万能チェッカ

エミッション･チェッカは,要する

に真空管の内部抵抗計です.ソンなら

テスターの抵抗計を使用しても同じで

はないか?というギモンが起きてきま

す.実際エミッション･チェッカとし

てテスタを使用することができます.

真空管のエミッションを測ろうとす

るなら,まず真空管に灯をともさなけ

ればなりません.カマワないからと一

夕電源として,真空管がささっている

セットの電源を使用します.ついでに

ソケットもそのセットの壱そのまま借

用したら簡単です.つまり,真空管は

セットに差したまま測ろうというわけ

です. B電源を入れて,動作状態の

Ep-Ipからェミッションを推定しても

よいのですが, Epが変わるごとにIp

も変るので,異るセットでの比較が困

難ですから,思い切ってB電圧を外し

てしまいます(整流管を抜いてシマエ

ぱよろしい).

テスターを抵現計として, +リード

をカソード, -リードを(第1)グリ

ッドに当てて,指示を読みとります.

もともとがテスターですから,各電

極間のショート･テストはお手のもの

です.このばあいはカソードに-リー

ドを当てないと,エミッションでメー

タが振れてしまうかも知れません.普

然のことですが,ソケットに接がれて

いる抵抗値には,充分気をつけてくだ

さい.

AUG.　2005

ミッション･チェッカなる配

線図です.図で同一番号をつけた端子

は,すべて共通に配線してしまいます.

Mt管やGT管には,ヒラメント端子

の違ったものがあって,いちいち電源　す.テスターの種

の接続を変えるのはオックウですか

ら,その接続に対応するようにと一夕

線だけ違ったソケットを用意してあり

ます.もし,まわめて特殊なヒラメン

ト接続の球を,チェックする必要があ

るときは,電源プラグを抜いて,ここ

のソケットから,テスタ用のソケット

にリードを接なぐように考えてありま

すが,一般の球では,まずその必要は

ありません.

類がことなると,当然GOODの指示

値も異りますから,標準管を選んで比

較表をこしらえておきます

テスターをバルポル(こ用いる

高インピーダンス･アダプタ

カソード･ポロワ増幅器の入力抵抗

は,トチッもなく高くすることができ

ることは皆様ご存じと思います.しか

もカソード･ホロワのゲインは,負荷

テスト棒をさすUSのソ　第2図-チューブ･チニッカ用ソケット接続図

('霊at',ai-'三一㌢票驚く′談論---UY UZ

のみ表から見て,他のソケ

ットを底から見たのと同じ

になるようにしてあり　ま

す)の,ヒ一夕線以外の仝

ソケットのピンに接いであ

りますので,このソケット

にテスト榛を差しかえるだ

けで,簡単に管種の選択を

おこなうことができます.

トップ･グリッドの端子

は,直接テスト棒をふれれ

ばよいので,ここに引出し

てありません.

ヒラメント電源として

は,前に説明した万能電源

を使用します.このチェッ

カのシャンの片側がガラン

としているのは,将来のソ

ケット増設に備えたためで
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形の測定器となりフル.スケール60mVレンジ(目盛 

まLT=.回路図はlmV)として,使用できるように設 

第5図のとおりで計したものです.各段とも充分のNF 

す.6AV6のカソBをかけて安定化してあります.さら 

-ド電圧は,大幅にスイッチによって増幅度を切換えて 
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この球だけ5Vの-の6Vレンジがフル.スケール6(鳩 

抵抗さえ大きくしておけば',ほとんど

1に近いというアリガタイ(入力電圧

と出力電圧を換算する必要のない)悼

質をもっています.ですから,第3図

のようにテスターの前にカソード･ホ

ロワを付加することによって,パルボ

ル級の内部按排をもって測定できるの
~ではないか?ど,まず考えられます.

しかし,実際にはこの回路のままで

は負の電圧はほとんど刷れませんし,

正の電圧でも実際にテスターの内部抵

抗が不足する低電圧の範囲では, Ipが

非常に減少して,うまく測れないので

す.といってこの範囲でうまく動作す

る定数を選らぶと,回路の直線性が悪

化して,高電圧の測定が不可能になり,

さらにゲインは1よりも低下が大とな

り,換算が必要になるなどあまりユカ

イではありまやん.そこで第3図のよ

うにカソード抵抗の帰線をマイナスに

落してやります.私の作ったキガイで

は,ついでにグリッド･バイアスもグ

リッド･リーク･バイアスにして,堤

抗を1本節約してしまいました.

実際のセットは,次に説明するAC

ミリボルト･メータと電源を共通にし,

ついでに1つのシャシに組込んで双子

g66

巻線を使用して,他の球とヒ一夕を絶

縁してあります.パワー･トランスと

して古い並四トランスを用いたので,

整流皆のと一夕巻線が不足し, 6Ⅹ4を

半波整流で使用する,奇妙な事態が発

生しました.

このアダプタを用いるには,第5図

でEDC OUT　と記された端子に, D

C電圧計としたテスターをつないで,

Emin　と記された端子で測定します.

テスターの内部捏抗が2.5kO/V以上

のばあい, -200Vから+200Vまでの

測定が可能で,増幅度もおよそ0.99

でまず換算の必要はありません.ただ

グリッド･バイアス分だけカソードが

正になるので,入力端子をショートし

た(OV)ときにも, 2V前後の出力

電圧を生じるので, AVC　など低い電

圧を測るときにはこの分だけ,読取り

値を禰宜する必要があります.

プリアンプの詞軽に便利な

AC　ミリボルト計

シャムの双生児のもう片方はACの

ミリボルト･メータです. 12AX7　2

段でおよそ20dBずつ増幅し,テスタ

ーの6Vレンジが100倍の感度となり

mVとしても使用できます.

製作にあたってとくに注意すること

はありませんが, 12AT7の出力に入

った0.1LLFのコンデンサは,私がこ

のアダプタとH社M-70影テスターを

組合せて充分な値なので,一般のテス

ターに対しては0.5-1ilF　にしない

ど, 50-60%のハムの正しいレベル

を読みとることができません.なお第

3国中の各部の電圧は,ゲイン100倍

側に,スイッチを切換えておいた状態

での測定値です.

このようにテスターは単独でも,非

常に広範囲に各種の測定につかえます

し,それにちょっとした電源,プリア

ンプを追加すると,ヘタなパルボルそ

このけの性能を発揮させることができ

ます.もっともこの種のアダプタは測

定のときに,セットアップするのかず

こし手間ですが,それもなれてしまえ

ば大したことではありません.要はデ

スヌーをどこまで使いこなしてやるう

かという決意ひとつです.部品として

はなんどもいうように,とり†こてで大

物を必要としません.

さて,パルポルのときca･･････これ

は次ページをこらんください.
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