
eH8C PPミニアンプをイ

+12 V PC電源をそのまま利用

8池田敏弘■

本誌2005年8月号で発表した｢3

A5PP (プッシュプル)アンプ｣は,

電源が+12 Vという低電圧仕様に

関わらず,聴感上パワーに優れた真

空管アンプに仕上がりました.パワ
ー数値だけでは決まらない実使用レ

ベルでの出力特性の重要性と,真空

管アンプの聴感上のパワーの魅力と

を再認識させてくれました.

ここ関西の``手作りアンプの会''

のメンバーや本誌の読者からも,読

聴会,例会,あるいはメールを通し

て同様なご意見をいただいていま

す.さらに,低電圧駆動アンプを3

A 5以外の真空管でできないのか,

外観が目立つ真空管で低電圧駆動ア

ンプをできないのか,`という意見も

いただきました

今回,そのような意見にお答えす

る意味も込め,新たな低電圧駆動ア

ンプを設計･製作してみました.

設計の要点

本機は,前回と同様なつぎの特長

を維持しつつ,視覚的にも真空管の

外観を生かし,聴感上も大事な最大

出力も高めました.

1) +12V躯動

2)無調整PP方式

3) PC電源ダイレクト仕様

(1) +12V駆動

市販汎用電源が使える+12 Vに

B電圧を設定し,限られた電圧で出

力を取り出すため, 3極管PP構戒

としました.さらに,PP回路を対称

に動作させるために双3極管を使用
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●タマがGT管となり

見栄えのするように

なったアンプ
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(第1図〉 Opアンプ駆動双3極管6H8C PPアンプの回路(電源はPC用+12V)

し, 96年12月号発表の｢車載用管球

式アンプ｣で採用した非反転増幅器

と反転増幅器とを組み合わせたOp

アンプによる駆動回路とすること

で　3極管を対称にドライブできる

ように対応しました.

また, NFBについても,これまで

のトランス付きアンプの試聴結果か

ら,駆動回路部で戻し, PP出力段は

無帰還動作としました.当然ながら

謳整個所はありません.

(2) PC電源をダイレクト仕様で

今回も電源はPC(パソコン)に使

用されているATX電源のHDD

用4P電源ケーブルから取ること

にしました. 4Pから供給される電

圧は+12Vと+5Vですので　PC

電源でなくても汎用のスイッチング

電源ユニットを使用することも可能

です.

+12Vを真空管のB電圧とOp

アンプの電源電圧に使用し, +5 V

をヒ一夕電宜に使用します.今回は,

作りやすさの観点からも電圧変換回

路(定電圧回路)はなし, 4Pから供

給されている電圧をそのまま使用す
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が標準ですが,本機は,+5Vでの

DC点火仕様としています. B電圧

が+12Vと低いこともあり,ヒ一夕

電圧は6.3Vより少し低めの方が

望ましく,寿命の点でも有利なため,

PC電源の+5Vをそのまま使用し

ました.この方が製作も容易となり

ます.

製作と調整

ケースのサイズは1ランク小さい

ものでよいのですが,特価で売られ

ていたため,このケースを使用しま

した.回路が単純なため部品は空中

配線で実装しています. GNDの引

き回しは,これまで発表している仕

様に従って引き回します.

組立･配線が完了したら,回路図

どおりに確実に配線されているかを

十分確認してください.詞整個所は

ありませんので,配線誤りさえなけ

れば即音楽を楽しめます.

なお, PC本体の空き4Pケーブ

ルから電源をとる場合, PCの電源

容量(+5V/+12V･電流)を確認し

てください.前回の3A5PPアン

プとは違い,ヒ一夕電流が両chで

約1.2Aとなりますので余裕がな

い場合は,別なATX電源,あるい

は+5A/+12Vスイッチング電源

ユニットを準備し,そこから電源を

とってください.

電気特性

本機'は,無帰還仕様で,実際の電

圧ゲインはほぼ1倍であり, 0.105

Vms入力のとき, Lch出力が0.1

Vms(8 Jl), Rch出力が0.I Vms(8

a)となっています.

周波数常陸を第3図に示します.

今回使用した出力トランスは,3A5

PPアンプで使用した1次lknの

同じメーカーのものを用いたので

前回の1次:1.2kflのものより低
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〈第3図)本磯の周波数特陛

域がのびており,無帰還でも37

Hz～80kHz+1.1,-3dB以内と

いうまずまずの特性となっていま

す.前回のアンプでの1次: lkQ

と1.2kQでの周波数特性の違い

は,やはりトランス･メーカーの部

材,製法などの違いによるものであ

ることもわかりました.

雑音ひずみ率は約4 %で400 Hz

HPFをONにしても変化はなく,

ハムなどのノイズはありません.最

大出力0.04W強の微小出力です

が,前回の3A5PPに比べ,出力ば

ほぼ2倍に上がっています.田力の

制限は, 4556の顕原が9 Vp-pあた

りからクリップを始めるためです.

参考までに, OpアンプにM 5219

を用いたときは,クリップ開始が

4556より少し早くなり,最大出力は

0.035Wとなります.

試聴

本機の試聴は*自作CDプレーヤ
``電蓄''(本誌90年3月号参照)とスピ

ーカにALTEC 405-8 H (自作バス

レフ)とJBL4343改造を用いまし

た.無信号再生時,スピーカに耳を

近づけても,ハムなどのノイズはま

ったく聴こえません.

微小な出力のアンプですが,音楽

を再生すると,今回も3極管PP特

有の聴感上パワーが感じられます.

最大出力0.04Wとは想像もつき

ません.ゼネラル･オーディオ向け

の出力トランスに関わらず,低戟も

そこそこ出ています.ハイファイ･

6　8的k　　2　　　4　6　8100k

オーディオ向けの出力トランス仕様

のものがあれば　よりしまった重低

域が再生されると思われます.

前回よりパワーアップしたことも

あり,パーソナル･ユース真空管ア

ンプとして気軽に扱え,実使用に耐

えられる出力レベルを砲床している

と思います.

今回も関西の`手作りアンプの会"

のメンバーや自作愛好家,音楽愛好

家にも聴いていただきました.試聴

会のスピーカは,能率の高い

ALTEC405-8 Hユニットを使用

したもの,例会の試聴でのスピーカ

は比較的能率の低いJBLのコンパ

クト･スピーカを使用しましたが,

聴いていただいた人からは｢ほんと

うに最大出力40mW+40mWの

アンプなんですか｣といった3A5

アンプと同様な意見,感想をいただ

きました.

3A5より目立つGT管の外観や

ヒ一夕点灯がわかる視覚的要素も持

つ製作容易な無調整･真空管ミニア

ンプですから,ぜひ本磯を製作,普

楽を再生し超ストレートな音を体験

してみてください.体験した瞬間よ

り,これまでのオーディオ感が変わ

ることと思います.

ご質問･ご意見のあるかたは,電

子メール,あるいはHP掲示板など

ヘメッセージをお送りください.

●ホームページ:http://www.

geocities I P/seychelle_7/

●電子メール: seychelle777@hot-

mall com
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