
ムダな使いかたを承知で作った

ヘッドフォン用

電流出力型アンプ

1 12AX7 (右)柏担当

のユニットが3つ入

っている6AVll

書中桐　力8

6 AV llという真空管

前回6月号に発表させていただい

た5670Wのヘッドホン･アンプの

もとになった6AVllのプリアン

プを改造して, 5670Wアンプより

さらに音質改善とパワー･アップを

画ったヘッドホン･アンプを作って

みました.球としては無駄な使いか

たといわれそうですが,音質改善と

出力増加を考えて,このような使い

かたをしてみました.

結果的に,このアンプはほとんど

定電流動作になっており,D. F.を考

慮して,出力端子を330でダンプ

してあります.音質,出力とも十分

満足できるものに仕上げること力㌻で

きだと思っていますの?,発表させ

ていただくことにしました.

6AVllは増幅用トリプル3極

管という12ピンのマグノーパル･

タイプで, AU7同等のユニットが

3個入っているユニークな恰好の球

です.最大定格は,プレート電圧が

330V,各ユニットごとのプレート

損失は2.75W3ユニット合計で6

Wです.プレート電圧250Vで,プ

レート電流を各ユニットごとに
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10.5mA流すことができる球です.　て, 1本の球の3ユニットを全部パ

回路構成
ラレル接続にして内部抵抗を下げ.,

球2本によるSRPP接続として,片

アンプの電源電圧は250VとL chに20mAくらいの電流を流す
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6AVll X2

によるヘッド

フォン専用ア

ンプの全回路

図(片ch)
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ように定数を設定しました(第1

図).

回路検討中の電源として,前回発

表した定電圧電源装置を使用しまし

た.電圧設定と電流が直読できるの

千,たいへん便利で重宝した.

今回も部品点数が少ないので,虎

の子をはたき市販品で信頼のおける

部品を使用してみました.抵抗は理

研のRMA型,カソード用コンデン

サは三洋のOSコンを,カップリン

グ用は手持品です.

組立てと配線

2分割ケースを使用したために,

組立て作業はたいへん楽になりまし

輿.ソケット4個と電源トランスを

上側ケースに取り付け,その他の部

品は前後の面に取り付けました.

ACインレットの角穴を嫌う人は,

他の丸形コネクタ等を使用すれば,

トランスの穴以外はすべて丸穴です

ませることが亘胎旨です.私は電源コ

ードが共通に使えるので　3Pイン

レットを使っています.

電源部は,端子板で配線してもよ

いのですが,面積が最少となるよう

近,プリント配線板を手造りしまし
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た(第2図).最近電解コンデンサの

チューブラ･タイプの品種が極端に

少なくなり(メーカーが生産中止して

いる),縦形一方向のものを使わざる

を得ないの?,プリント配線板方式

としているのです.
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●本-ツドフォン･アンプのシャーシ内部
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参考のために第2図に配線板のパ

ターン図を載せます.配線は12ピ

ンのソケットのパラレル接続配線が

若干複雑ですが(第3図),その他は

特に問題ないと思います.

(1)調整前の準備

左側SRPP下側の球のカソード

抵抗として200 【一一Bの学園定抵抗

をつなぎ抵抗値を2000としてお

きます.右側はとりあえず2200を

つないで　入力はショートします.

左側の+Bライン(+Bとプレート

間)に100mAくらいの直流電流計

をつなぎます(デジタル･テスターで

の電流測定は表赤が安定しないので,港

勧めできません).

入力端子にCR発振器の出力を

つなぎ(CR発振器の出力はlkHz,サ

イン波,ATTはしぼっておく),出力端

子に330/lWくらいの抵抗(100

01/2Wの抵抗を3本パラレル接続と

して使うとよい)を入れます.この抵
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華中に,出力は｢出たとこ勝負｣と

記しているのを思い出しました.也

力を欲張るとアンプの規模が大きく

なり,コストも上がり,製作もむず

かしくなる,と.今回のヘッドホン･

アンプは,出力を欲張らず十分な

音量でヘッドホンをドライブできる

だけの出力電圧が得られればよし,

としました.

結果は,電流を20mAも流した

ことにより0.52Vmsの最大出力

電圧が得られました.なお,出力殿

の抵抗値が前回同様l MQのまま

だと,周波数がlMHzまでほとん

どストレートに伸びていて,試聴し

てみると,ヴォーカル等のシ音やシ

ンバルの音が耳障りな状態なので

70kHz附近で3dB落せるように,

フィルタとして0.1ljF/160Vフ

イルム･コンデンサを出力とアース

問に入れてみました.

負荷抵抗がlMQのままだと,ヘ

ッドホンのL負荷と追加0.1llF

とでかなり高い周波数で共振するた

めか,改善される様子はありません

でした.多分回路のQが大きいため

と思われるのでQダンプとダンピ

ング･ファクタの改善を兼ねて, 1

Mnを思い切って,ヘッドホンのイ

ンピーダンスと同じ値の33rlまで

下げてみました.

結果はよい方向に向いました.育

音域でのキンキンした音とヴォーカ

ルのシ音の濁り,シンパ)レ等の耳障

りな音はまったくなくなり,低音域

もボワーンとしていた音から,ダン

ピングが効いて引締まった低音にな

りました. 0.1/jFを追加したため

70kHz付近で3dB落ち,低域は

23Hz付近で3dB落ちと,まずま

ずの特性を得ることができました

(第5図).

ヘッドホンを使用して周波数特性

も測定してみました(第6図).前回

DEC.　2005

● 3ユニットをパラレルにするの~輔線は少し複雑になる

発表した5670Wのヘッドホン･ア

ンプでも,音が気になるかたは試し

てみてください.

左右で40 mA近い電流を流した

ので,温蔓上昇がすごいのでは(? )

と心配になり, CDプレーヤをつな

いで室温29℃の中で3時間ほど連

続動作させて各部の温度を計ってみ

ました.シャーシとトランスは手で

ゆっくりさわっていられる程度(実

測40ccほど)でした.前回同様にケー

スを入れていたら,もっと高温にな

ったと思います.電解コンデンサは

85'Cのものを使っていますが,心配

ないでしょう.

音質には満足

エージングを兼ねて, 3時間ほど

連続で音楽を聴いてみました.普,

半導体で作ったアンプに比べまった

く聴き疲れしない音質に仕上がりま

した.この-ツドホン･アンプの音

を聴いたら,もう半導体アンプには

戻れそうもありません.今回は,虎

の子をはたいただけの効果はありま

した.理研の抵抗と三洋のOSコン

デンサ,手持ちのU-con 6.8ljF(ら

う市販はされていない)を使ったの

?,予想以上に歯切れのよう高音と,

豊かでシットリとしてダンピングの

効いた低音が得られました.

電源部の電解コンデンサは一般品

を使用し,フイルム･コンをパラレ

ルに入れたためか,スピード感があ

り全体的にスッキリした音質です.

カップリング･コンの容量を増すと,

低い方の周波数を伸すことばできそ

うですが(6.8l`Fまでしか実験してい

ません),あまり伸ばしすぎるとドン

シャリ形になるかも知れません.

音質については,各個人の好み,

使用される機器,使用する部品の種

類により大きく異り,変化するため

に``これがいちばんよい''とはいえ

ません.使用されるかたが自分で満

足できれば,それがいちばんだと思

います.

前回同様に, VR最大でもノイズ

はまったく聴きとれませんでした.

×　　　　　　　×

今回はかなり無駄な方法でヘッド

ホン･アンプを作ってみましたが,

使い馴れているヘッドホンにマッチ

する音が出せるようなものに仕上が

りました.今冬はこのヘッドホン･

アンプ?,ゆっくり音楽鑑賞をしよ

うと思います.製作中にアドバイス

いただいた先輩に誌面をお借りし

て,お礼申し上げます.
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