
●電蓄デコラの回路を忠実に再現

EL-34/37 PPアンプを作る

回路定数は"デコラ"のまま
コラと騒ぎ立てていますが,ついに

はパワー･アンプも仕立てる成り行

このところしばらく,デコラ,デ　　きになりました.少なくとも回路定

漢是枝重治音

数は同一にしたものを組まないと気

がすまなくなったのですが,その顛

末を書きしるして,ご参考にしたい

と思います.

私がここ20年製作したPP型パ

ワー･アンプでムラード構成にした

ものはありません.なぜかそうなっ

たのですが,第1図をご覧になれば

おわかりのように,本機はそのムラ

ード型です.また多極管の3極管接

続も採用したことはありませんカキ

本機は3鯖です.つまり,このアン

プはデッカの回路を無批判,かつ,

忠実に再現したものであり,わたく

しなりの変更点はほとんどありませ

ん.
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(第2図)

デッカの電蓄"ス

テレオ･デコラ"

組み込みのEI34

PPパワー･アン

プの回路図(シリ
ーズNo.1161の

カタログより)
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(1)電源部のみ変更した理由

さて,電蓄デコラは,電源部は共

通ですが,左右のパワー･アンプは

別々になっています(第2図).いろ

いろなことから,オリジナルに忠実

といっても電源部だけは変更せざる

を得ませんでした.といいますのは,

電蓄デッカではプリアンプ部の8

D8　2本と12AX7　2本のヒ一

夕はすべて直列に接続され　0.15

A 37.8Vの電力は,アンプすべて

の真空管のカソードから電源トラン

スB巻線のCTタップに戻る帰路

電流を分流して得られる仕組みにな

っているからです.

この帰路抵抗を含み,すべて再現

することも考慮したのですが,オリ

ジナル回路での整流管GZ-34の負

担は重そうなので,モノ-ラル2台

にするとともに,これをシリコン整

流に変え,帰路抵抗も大幅に変更し

ました.良質なむかしのGZ-34でも

200 mAを越す電流はたいへんな負

担でしょう. EL-37用に製作した既

存のシャーシを流用したために整流

管を並べることができなかったこと

が大きな理由ですが, 5 AR 4/GZ-

34の今後の入手も心酉己です.

もう1つの変更点は,出力管を

EL-34からEL37に変えたことで

す.特に理由はなく,これはただデ

ザイン上のことですが,原回路でも

1番ピンは8番ピンに接続されてい

ますから, EL-37にそのまま差し換

えできます.

(2)ふだん着的な雰囲気のスタ

イルに

本機のシャーシは, 04年の『管球

王国33号』で発表したEL-37シン

グル･ステレオ･アンプの試作シャ

ーシの色を塗り替えて,そのまま使

用しました.これは裏振落としこみ

構造ではなく,真横から眺めると妻

板が見えるのです.そのために実際

には使用しなかったのです.

発表したものは鉄板の表面にアル

ミを溶射したものでしたが,本機で

はデッカのリボン･トウイータのよ

うな色のくすんだ金色ハンマートン

を塗り,さらに白色アクリル板に裏

から文字を入れ,それを上面に貼り

ました.ごつい雰囲気にならないよ

うにしたのです.英国のオーディオ

機器には大袈裟なものは少なく,趣

味のよい,ふだん着的雰囲気のもの

が少なくありません.

(3)部品について

出力トランスはISOのU-405

で電源トランスは別途に作っても

らいました.

デコラのアンプの出力トランスの

特性はまったく不明ですが, U-405

は桁違いに高性能だとおもわれま

す.そのために位手酷は実機に即

して変更しようと思いました.後述

しますが,結果的に位相補正は変更

しませんでした.それにしてもISO

のトランスは優秀です.

ソケット類は,できれば英マクマ

-ド社のものにしたかったのです

が,孔の関係で使用できませんでし

輿.

(第1図)デコラ･アンプの忠実なコピーをめざしたEL 34/37 PPパワー･アンプの回路図抵抗はE 96系を使ったのでこういう値になった
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れていることは私にとって大きな励

ましにもなることです.といいます

のは,今後のプリアンプ製作には法

外に高騰し,かつ払底したオーディ

オ管を使うわけには行かないから

で軍用工業用サブミニチュア管で

あればまだ選別に耐えられるだけの

数量が潤沢にあって,困らないから

です.また,ハイファイ･アンプに

サブミニチュア管なんてという声に

ち,歴史的事実をもって答えること

ができるというものです.

8D8は6.3V/0.15Aですが,

米国系のサブミニチュア管にも同じ

ヒ一夕規格のシャープ･カットオフ

5極管がいくつかあります.カソー

ド抵抗とスクリーン･グリッド抵抗

は変更しないといけないかも知れま

せんあら修理を要するデコラでも希

望があるでしょう.

アンプ系全体の入力部は1カ所で

あり,フォノ系統もハイ･レベル･

フラット系も,初段8D8の負帰還

回路を変えて対処しています.この

あたりは,かつてラックス社がプリ

～メイン･アンプで採用していた方

法でもあります.デコラをまねたか

どうかは知りません.

TC回路として,初段と2段目の

間にCR型のものが入っています.

3段目プレートから2段目カソード

には負帰還力醤トかっています力㌔注

目すべきは, 2段目カソード抵抗が

2.2kと5.lkに分割されていて2

段目グリッド抵抗はその間に接続さ

れていることです.負帰還閻元値を

高くするためのテクニックで,デコ

ラの音の秘訣はこのあたりも関係し

ているのではないがと想像します.

この段の利得はほぼ30dBと推定

できます.

音量ポリウムはこのあとにありま

すが,その部分では同時に左右バラ

ンス回路も併設されています.双方

の合成抵抗値60.3 kmには直列に

180knが入っていて,ここでの損

失は約12dBですから,結局TC回

路以降での利得はほぼ18 dBあた

りになるでしょう.しかしながら,

TC回路はいわゆるAE型であり,

損失は20dB近くあると思われま

すので初段部以外に利得は望めま

せん.

イコライザ回路はふつうの選択陛

1段PG帰還回路です. LP再生時

にはここの利得は20dB強と推定

され, AUXポジションではほぼO

dBです.イコライザ･カープはSP

とLPの2つだけです.プリアンプ

回路の再現実験はまだしておりませ

んので,このイコライザ･カープの

常陸がどういったものかはわかりま

せん.独自の再生カープを持つあの

デッカの電蓄ですし,正確なRIAA

カープではない可能性もあります.

いずれにせよ,フォノ端子入力から

プリ部出力端までの利得は20dB

前後でパワー･アンプ部の利得が

ふつうより+20dB高いことの理

由は,これで説明できます.

スタガ比について

デコラ･オリジナルの出力トラン

スの性能はまったくわかりません.

いうまでもなくスタガ比の配列は出

力トランスのインタクタンスによっ

て異なるわけですが,デコラ･アン

プの回路図では,ドライバ段のカッ
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〈第3図〉デコラ電蓄のプリアンプ部の回路図(片チャネル分.バランスVR部分はカットした)
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トオフ周波数Tlはほぼ0.6Hzで

す.回路図上で負帰還量は12 dB前

後と予想されますが,そのことから

3極管接続されたEL-34と組み合

わせた出力部のカットオフ周波数

T2は大出力時でも4 Hz程度が理

想で, ISOのU-405のインタクタ

ンスは最小で38H,最大で180H

ですから,やや苦しい数値になると

予測しました.

低域に問題が出れば,スタが比の

酉西日は実機に即して変更すればいい

のですが, Tl>T2という配列を遵

守できれば大きくオリジナル性を

損なうことはないと思います.なぜ

か結果的にこれはまったく問題はな

く,高域側も積分髄正,微分補正と

も回路図の数値からの修正はしませ

んでした.

そういうことからも, U-405とデ

コラの出力トランスはほぼ同じ陸格

ではないかと思いました.

特性

本殿の最大出力はひずみ率1%で

15W,そのときの入力電圧は80

mVであり,たいへんな高感度アン

プでした.

残留ノイズは0.6mVあたりで

ひずみ率常陸は第4図のとおりです

那, 10 kHzのひずみが多いのは,積

分補正がかかっているの?,無帰還

時の周波数特性が10 kHzから下

降しているからです.そのために帰

還量が10kHzでは少なく,ひずみ

も多いのです.周波数特性は第5図

のとおりです.測定データの傾向は,

オリジナルでもまったく同様かと思

います.出力管EL-37の音は, EL

34と比べるとやや古典的なたおや

かな音です.

本機は利得力滴すぎるので,従来

の装置につなぐには利得を12dB

ほど下げる必要がありますが,これ
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には入力側に減衰回路を入れるのが

よく,くれぐれも負帰還量を変えた

り初段を3鰭にしないでください.

EF-86を3極管接続にすると,ふつ

うの音になりました.

電蓄デコラでは,プリアンプ部の

出力側に音量やバランス調整ポリウ

ムが入っており,その部分には180

knの抵抗が直列に挿入されていま

す.つまり,このパワー･アンプは

出力インピーダンスの高い回路に接

続することが大切なようです.

インピーダンスの低いプリアンプ

にそのままつなぐと,音質は上下が

延び過ぎてモダンすぎる傾向になる

ようですが', 180K/60KのP型構

成の減衰回路を通すと,気品と潤い

が増します.むろん,プリアンプの

ポリウム位置も適切な位置になるの

?,こうして使うべきだと思いまし

た.

減衰回路を組み込む位置で音は大

810k　　　2　　　4　6　8100

周波数(Hz)

きく異なりますが,本磯の場合,初

段部4.02KとlMの抵抗の直前

に入れるのがよいようでした.イン

ピーダンスカ清く誘導ハム等を引き

やすいので,レベル･メータを見な

がらの作業です.減衰回路の組み込

み位置が適切だと,よけいなノイズ

が消え去り,エッセンスだけが聴こ

えてくるようですし,なぜ力堰園感

が増すようです.でも外部に不用意

に設置すると,平凡な音になって情

報量が激減します.

本機には技術的に目新しいことは

何もありません.今回はオリジナル

の回路図をご紹介することが唯一の

価値であろうかと思います.

デコラの回路図については,いろ

いろなかたのご助力をいただきまし

た.最終的には五十嵐｢郎さんのお

手元にあったオリジナルのものが見

つかりました.お世話になったかた

がたに深謝します.
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