
808はトッププレート,サイドグ　　法が読み取れます.　　　　　　　　　　10 kQ以上の高負荷抵抗を用

リッドの送信管で管は72¢の球

形,プレートは釣鐘形のカーボンで

す.偶然,秋葉原の真空管専門店で

見つけた時,見栄えの良さに惹かれ

て衝動買いしたのは10年も前のこ

とです.

田口達也氏の製作言醇(MJ誌1989

年12月号)を拝読し,小さい釣鐘形

プレートの許容損失は50Wと大

きく,ほんのり赤くして使うことを

知り,私もと勇んではみたものの,

ヒ一夕定格の7.5V4Aがネック

となり, ｢ウ-ン,またの機会に-｣

と棚上げしてきました.製作に取り

掛かるために資料(第1図)を入手す

ると,音の良し悪し以前に,果たし

てまともな特性に仕上がるか不安

で,すっかり気勢を削がれていまし

た.

｢見栄えの良い送信管で音が悪い

はずはない｣と,気を取り直して出

力常陸を眺めると, 2通りの使用方

30

1.グリッドをマイナス(-)バイ　　　　いて1500V程度のプレート

アスする通常の使用方法では,　　　電圧を与える.

･/i 唸��� 

)談を＼ ∴∴∴ 劍���

● 808シングル･アンプの正面.
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〈第2図)

増幅郡全回路図

中一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一｢↑ 

雪〈諾蓑｢｢114gW i 
-!mn 

+75V27K 劔● 備UB�ｴﾈﾝ｢�.�"�

-上組KIIGa 
｢, 0.22′( 剪�

;125 ��10 

鵜 刪鼈鼈�808 

鮒56K24iTovv68K500 

〇〇〇mSss ��lW 

･義網目Hise-H 

･∵｢一時 

初段の負荷は定電流回路

初段の電源電圧は315 Vですが,

出力段のゲインが高いので200V

程度まで下げても十分です. T0-92

パッケージの小形パワーMOS-

FET BSS125の耐圧は600Vと

高いので,余裕ある電圧設定が可能

34

です.

固定バイアスですが韻7作点を安定

させるために,ソース抵抗4.7kQ

で電流帰還します.さらに,トラン

ス2次側から負帰還するために, 12

kn//68pF, 56kn, 120kQをソー

ス側に付加し,コネクタで選択でき

るようにしました.コネクタを開放

すれば無帰還になります.

負荷に定電流回路を用いました.

定電流負荷は単純な抵抗負荷に比

べ,電圧ゲインを高くできるだけで

なく,順伝達コングクタンス9mの電

流依存性に起因する歪の抑制に有効

です.借欄1素子には初段増幅用と同

じBSS125を用いました.ドレイ

･ゴ 280一. �&典�#c�ﾔ�)VcSbﾘ耳璽�3sUb�劔75V ｢一一---7-g-X-2---1`Lr----iHV 

320Vi 28W 〟 250mA 滅r�劔 陶:���釘ﾄ�ﾓuf��亦�塔%b��軫��i Ii 岬じ構勘 io)定電圧i 世路i !i ij 

TOY 28W 32W 6.3V5.2A 

睦 ��Uc��B�＼こノ PC817 牝ｲ�R綸ｲ� 

∵㌔ 辻羇踐�Bﾄｲ�田%d綿ｪ:(耳耳磁G�6��2ﾔdT侭���

省略してもよい 

｢一一◆-一一一一一一一一一〇十H 2.5V33000Fピーク以外の電源はLch,Rch共用 

鞘前〝808と一久 

63V5.2A=IEGB3図,電源臨 

2.-5V継igvooopF808と一夕へ 
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す.

6V5Aの巻線から6Aのブリ

ッジダイオード, 33,000LLFの電解

コンデンサで構成した,非安定化電

源でヒ一夕を点火します.出力電圧

はDC6.OVで,808の定格7.5V,

く第5図〉

雑音ひずみ

率対出力特

4Aには不足しますが,冒頭で述べ　性

たように, A級シングル用であれば

十分です(DC5.OVでは明らかにエミ

ッションが不足します).

特性測定

出力トランスの1次側インピーダ

ンスは, 5kQ (80負荷に換算すると

6.7kQ)を選択しました.第4図に周

波数常陸を禾します.初段の定電流

負荷の効果により,中城での裸ゲイ

ンが54.OdBと高ゲインです. -3

dBは50-11kHzと狭帯域です

が,低域はトランスで,高域は前段

により制約されています.トランス

2次側から初段ソース側への帰還抵

抗を12kQとすると,負帰還後のゲ

インは39.6dBで負帰還量は14.4

dBになりますがS, 30 kHz付近に約

4dBのピークが生じました. 68pF

を帰還抵抗の12 kQとパラに接続

すれば,ほぼピークは抑えられ, 20

Hzから45kHzまでフラットにな

ります.帰還抵抗が56kくら120kQ

での電圧ゲインはそれぞれ48.4

dE 50.9 dB,負帰還量は-5.6 dB,

-3.1dBです.
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RL-80, 1kHz

i �� �� �� 
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出力(W)

第5回にひずみ率特性を示しま　が105V程度です).最低歪率は無帰

す. 80負荷に対し無歪最大出力は　還喘負帰還時(14.4dB)それぞれ

8Wです. ACライン電圧が105V 0.4%, 0.11%です.

てlo Wに増加します(私の作業場の　　第6図に出力インピーダンス特旺

商用ACラインは,常時ではありません　を示します.かまぼこ形で,中域に

8億-40切換法, 80時VouT-lV
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〈第6図〉出力インピーダンス特注
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おいて無帰還時,負帰還時(14.4 dB)

それぞれ250, 1.80です.

試聴と反省

5.6 dE 14.4 dBの負帰還を掛け

た本アンプと,先に製作した6C33

Cシングル(2003年9月号)および私

のリファレンスである武末氏設計

801A並列シングルのコピー(1996

年2月号)とによる,上睦残堀騒栗を

第2表に示します.ソースは日本オ

● MOS-FETドライバ基板

-デイ　オ協会製作のCD

｢IMPACT-2｣,スピーカは概略指

定箱入りのロイ-ネDV160を用

いました.ただし,モノラルです.

音色の差はわずかであり,表現は

誇張しています. NF量の違いによ

り,本アンプの出力インピーダンス

には約3倍の差があります.他の2

台の出力インピーダンスは,その中

間の値です. 801 Aシングル以外は,

前段がパワーMOSTETのハイプ

本アンプ 冏ｸ4�987b�603Cシングル 塔���5h984�8ｲ�

電圧ゲイン 鼎ゅFD"�39.6dB �3�蔕D"�28JdB 

負帰還量 蔦R綰D"�-14.4dB 尾D"�OdB 

出力インピーダンス 澱經��I.80 �2繝��･=1 

ピチノ 冖�.�*"�同左 �.�尸Iy|ﾘ*�.��華やか 

ドラムセット ���,偬�.��歯切れ良し �:�b�同左 

フルート ��h��+X*"�同左 �:�b�同左 

やや軽い �:�b�撞く �:�b�

弦 俾��"�同左 �:�b�華やか 

女性ボーかレ �*�,h,�+X*"�同左 俾��"�活き活きする 

SEP　2005

リッド･アンプです. 6C33Cシン

グル以外は,前段と出力段がコンデ

ンサ結合です. 6 C 33 Cだけが傍熟

管で他はトリタンの直熱管です.

かつて,グリッドを十に振る球と

して, VT51やトッププレート

FU 811 Jを既存のアンプに差し換

えて,試聴したことがあります.普

質は高域に偏り,芳しくなかったよ

うに記憶しています.それゆえ, 808

の音質に対して,期待より不安が大

きかっだのが本音です.しかし,こ

のアンプの808は低域と高域のバ

ランスが大きく崩れることはありま

せん.

このアンプは球の見栄えが始めに

あり,瀬戸物のプレートキャップは

赤に,グリッド･キャップは黒に塗

装しました.電源をオフし,フィラ

メントカ輝きを止めた｢瞬,釣鐘形

プレートはほんのり赤味を残しま

す.
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