
やぶにらみ真空管アン裏話轟iLの実践 

二一一籠∴ 劔∴ 室i- ��偖�･ﾒ�塾主､ ∴小菅浩一 

酷.攫ii額讃 劔� 

詣誕 ��-圭一 隷'-I 刳ｿ---懸 ~÷ 繋義範 茎躍麗 � 

irgI 罪 剩ﾂvSﾒﾒ��册��� 

号ii態溺馨塾-諺 

6GB開講躍閣 功シ工,,顧彰一.アン井作る 

始めに

3極管の良さを十分に認めながら

ら,すでに管種が限られ,しかも直

熱型が主流?であるためか,今後

の展望はそれほどには大きく開けな

いのではないか?　と危惧しており

ます.

4極管の技術資料では"遠慮がち

に'' 3極管接続動作が巻末に記載さ

れていますが,見れば　ひずみ率が

多少は良さそうだくらいに思って

ら,あまりにも出力格差が大きく,

さりとて並列接続にするほどの理由

もなかったという事で無視したよう

には思います.それならば``もっと

大型の'' 4極管を``もっt"採用し

たらどうか,というのが筆者の考

え･提案です.

4極管の3緯使用は,オルソン氏

のアンプやウイリアムソン氏のアン

プなどが口火を切った(アイデア?

か,どうかですが)といっても良く,

前者は並列接続で増力しながらも,

無帰還のスネ者,後者が本流になっ
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たとはいえ,今では,何も新しい発

想でないことは承知しています.

しかしながら,関連するクマとし

ての問題を改めて洗い直しておくこ

とも大切では,と思い立った次第で

す. 4極管は管種数(当分は補給も)

に不足はなく,選択肢が増え,新し

い棉夢想や試みが期待できると思うの

ですが･･･-･･･ご賛同をいただければ

幸甚です.

4, 5極管の3鯖ということ

i.序　論

3極管の至らぬところを改善する

目的で開発された4, 5極管は能率

の良さ,傍熟型(等電位)カソードの

採用路線に乗って,破竹の進歩とは

なりました.それをここでは, 3極

管に戻ろう?というのですから,

4極管として先行した設計条件を引

きずった3極管を扱うことになり,

諸般の考察が必要と考えます.

第1表に大形3極管をベンチマー

クで加え,比較的ポピュラーな4極

管の3結動作例を抜粋してありま

す.第1表での動作例(発表,実測が

混在)では,バイアス方式による差し

引きもカウントせねばなりません

が,まずは低い陽極能率n-Po/Pi

に気が付きます.そして,タマによ

って20-40%にも至る,大きな差が

あることもわかります.

陽極能率で25%であると言う事

は,出力P0-10 Wを仮定すれば

入力Pi-Åow,損失Ppは無慮30

Wとなります. 20%ならば同じ論

法で夫々50W 40Wとなります

から,並のタマでは10W対応すら

難しいことになります.もしも,

P0-20W欲しいとしたら,全てが

半端な数字で例文よらないことが容

易に堪能できましょう.これが最

初に認識すべきことです.

手元資料として参考までに,第1

図は実用的な曲線Po vs Pp:欲し

いPoと,それに必要なPpの相関

です.

第2図に計算値Pp/P vs Po/

Pi-n(陽極能率) (いずれも電極数に関
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TOP陽極型は一般に(一部送信管を除き) Ec2最大定格が低いため､ Ebが律足される

Ec2の最大定格が400V無ければ､ Plが確保できにくい｡いずれも3結不適要因｡

係なく,入出力システム一枝別であるこ

とにご注意下さい)を掲げておきま

す.

nを左右する大きな要因の一つ

は,陽極電圧の利用率(ep/Eb)です.

これによる能力の評価を目的にして

Ec-0での陽極特性(動作曲線でのP

点対応の軌跡) (筆者の実測)をプロッ

トして見たのが第3図です.
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〈第1表)

動作例の抜粋
(大型4/5極

管3箱と大型
S極管)

タマにより,大きな違いのあるこ　　構造論から明確に計算で求まります

とが明確ですし, 3グループくらい　　が6CA7,6GB8について求めた

に仕分けが出来そうに見えます.　　ものがありましたので第2表に示

この表の背後に,実は検討すべさ　　します(数字は,理解のため丸めてあり

もう一つの重要なファクタである増　　ます).

幅率〟が潜んでいます.　　　　　　　4極管は進化の過程で内部抵抗

ii　3定数とタマの選択
Rpを参考として出しましたが, 3

鰭で一挙に還付されます.

3緒にした場合の3定数は,電極　　Gmは,おおむね変りないといっ
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最終的には第4図,第5図のハイブリッドとした. 1/2 12AX7にて1段断,12AX7のカソード結合位相反転回路とした.

Rnf-19km: 160端子より(左･右とも) ･負荷は80/1%/250WDale使用.リンキングはC/Ri 150pF+15kO (左)千,高域まで押さえ込み.

0.1H程度でも良いから,チョー

クを用いた7]型フィルタを香るな

どをお勧めします.ただ,当該チョ

ークを手にとって見て,何でまた,

こんな馬鹿みたいなものを買ってし

まったのだろうと思いましたが,使

って見て,納得です.

ある席で　3端子レギュレークと

フェライトのトロイダルコアで著効

を示すと伺い,体積で1/loo.〟　と
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動揺も致しましたが･･････

ヒ一夕電源は``銅腹巻をしだ'主

トランスの巻腺を使用できればベス

ト.分離独立トランスを採用する場

合は,漏洩磁束の誘導で始末の悪い

ものがあります(ました)から注意し

て下さい.

その他の事項

1. G2のドロッパーは2W型程

度を使って下さい.予想外にアナチ

になっていて慌てることがありま

す. Ig2の分配を,普通は確認しな

いことが多く,念のためです.

2.陽極回路には20m程度を直

列に入れて発振止め(要するに回路の

Qを落とすこと)としますが,並列に

コイルを巻くのは理屈はあっても,

数値が闇雲ですから止めています.

マイクロインタクタと称し, 〟H台

ラ　ジ　オ技術
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図は片チャネ
ルを示す. 12

AX7ヒ-タ

電源は一式に

集約.

PT:ノグ

チPMC -283

Mを使用. 8

Vacはし, R

2台のトラン

スの合作であ

る. Po->18

Wにはノグチ

PMC-264 M

クラスが必要

のモールドコイル部品が市販されて

いますが,オーディオでの使用経験

はありません.

GlはRgを低め(200km)に定

め,直列抵抗も5-10kQ程度を用

い,負関連抗などによる発振に対し

ても不安定にならないよう.に手当て

しておきます.

3.発熱源は第3表に示すように

合計では,高い水準になります. 2

桁W以上の発熱源はあなどっては

いけません.個々に認識した上で配

置を始め,対策が必要です.とくに

低能率を誇る?電力前幅段の発熱

量は半端な値ではありませんので璃

射,自然対流,伝導冷却につきバラ

ンスのとれた構造設計に工夫が必要

です.

経験上,シャーシへの落し込みが

ベストですが,長い年月には蜘蛛の

巣とか,虫の死骸の掃除がいりま

す/落し込みにはサブシャーシの

採用が配線の容易さを含めて好適

(必至)です.何しろ37kgのアンプ

ですから,抵抗1個の改造修復にク

レーンを動員するわけには行きませ

ん(写真3).

要点の一つは,シャーシからの放

熱を積極的に促すことと,ボンネッ

トにより,半分以上を遮る(ボンネッ

トを再輯射させるラジエータに仕立て
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る)構造設計がよろしいように心得

ています.

4. AC主電源用の回路部品には

軽薄短小と集積が進んでおり,定番

で採用です.ヒューズと,そのホル

ダー,ノイズ･フィルタなどが,過

切なブレーカーや3本足コンセント

に纏めたもの等あり,隠れたベスト

セラーだと聞きます.第6図参照.

最終的に決めた回路は,東芝の推

奨回路2種,第4回と第5図のハイ

ブリッドとも言うべき組み合わせ

ど,第6図の電源回路になりました

那,ここから定数をかなり偏移させ

ても(余裕だらけということなのでし

ょうか),大筋常陸には変化なく,筆

者の様な計算無精のカット&トラ

イ派には有り難い.

得られた性能

(動作条件の決定)

(何時もの流儀で,瀾定データは一部

しか添付しませんが,ご容赦下さい)

OnrO惜法で, DFを測定した結果

は,いささか信じがたい数字となり

ましたが信じて下さい.

無負荷,全負荷での出力端子電圧

比の実測値を第4表に示します.

Referenceは(残念ながら何時もの)

Maranz sm-5,自作践器2種です.

元来,出身がタマ屋なものですか

ら,どうしても,クマ･オリエンテ

ッドな製作記事になってしまいます

那,タマ中心の設計資料や注意事項,

ヒント等を得ていただければ,望外

の喜びと思っております.

結局,問題は, Ebと陽極損失Pp

をどのくらいで使おうがという事に

もなるようです.タマの寿命は,ク

マにもよりますが,動作温度により

大きく左右されます.6GB8とて,

35 W眼一杯の動作では,片焼けと

いって,陽極が部分的にホンノリと

恥ずかしそうに赤くなるものがあり

ます.

一概に不良品と決め付けるわけに

は行きませんが,不測のガス放出を

起こし,破損に繋がる"暴走''に至

ることがありますので,避けねばな

りません.しかしながら, 6GB8で

経験したことはありません.

PpはIboでの値が支配的で一

般にAB l級動作では無励振時の

揚陸損失(Ppo)を危険なほどに上回

ることにはならないと見てよい. Pp

は(例によって)最大定格の10%引き

くらいで動作させるとすれば20W

アンプというのは,そう簡単なもの

ではない事がわかります.

完成した本体に,テストベンチの

外部(Eb)を繋いで可変とした実験の

結果の｢例を第7図に示しましたの
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分なのに10Wを子摸扱い,果ては

50Wのアンプなどを作ってしまい

ます.今回,電源トランスを他に流

用する緊急の都合が出ましたので

ワンランク下位のものに切り替え,

最終的には,これで実用レベルのア

ンプにまとめましたところ,充分で

した.

以下は最終測定結果です.

泰山鳴動,鼠一匹--か.

Eb-320 Vdc

lb-180 mA (Rk-loon)

Po≒13W (CLに近い)

Zp-3.5 kn TANGO(FW-50-3.5)

KF<0.1% (5Wレベル)

DF>18 (オンオフ法lWレベル)

S/N>92 dB (前段Ef i DC点火)

･タマ:

東芝　6GB8 Hi-Fi前期型 (写夷S)サブシャーシ群.左より6GB8 12AX7, 5U4GB

東芝1/2･12AX7　　　　　　･音源:マランツSA-1

(片UNITは全接地)　　　　･スピーカ: TECHNICS

+ 12AX7すべてHi-Fi管　　　SB-M 1000

東芝　5 U 4 GB Direct Dynamic Drive方式

(His, Hiぜiはありません)　　帯域: 25Hz～80kHz (16dB)
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〈写真5〉 6 GB 8 PPアンプのシャーシ内部を見る
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音圧: 86 dB/W/m

Zp:60

これでも,なぜ6GB8か?で

すか?　ごもっとももです.しかし

ながらです.東芝製の50年もので
一揃いのオンパレードは壮観,寝か

せたほうが良いのはウイスキーだけ

ではなかったようです.

伸びと広がりのある低音観　さ

わやかないやしに満ちたダンピン

グ./やっぱり3極管は良いなあと

いう感慨一入です.

EUgen JochUmのBrllCkner

など``寝転んで''聞いているとまこ

とに具合がよろしい. JBLで聞く

と,音が前にシャシャリ出てくるの

で,良くなかったようです.

写真4が外観です(タイトル).

S/Nの最終対策,ハム退治を進め

ていくうちに,ゼロ･ハムポイント

を発見して小躍りしました.シャー

シ背(裏)面の写真5をご覧下さい.

探せばホントに存在するのですね.

シャーシの中央というのが面白いで

す.

ラ　ジオ技術




