
● LC-1 Aをどう鳴らすか-臨場感ある青の再生をめざして

全段チョーク結合

直熱3極管アンプ製作奮闘記(2)

試聴したタマの音は

(1) 50のプレート特性

50については,大勢の先輩がそれ

ぞれの研究をされていて,回路例も

多岐にわたっているが,規格表はあ

るものの,不思議なことにプレート

特性やグリッド特性, 3定数特性が

出ているものは皆無であった. RCA

受信管マニュアルと同じく送信管マ

ニュアルの各年度版をしらみつぶし

に調べてみたが出てない. 1968年度

版の『全日本真空管マニュアル』に

もない(昭和60年刊｢オーディオ真空

管マニュアル｣には掃載[編]).世界中

の真空管が収録されている米国やヨ

ーロッパの辞典のような部厚い真空

管マニュアルも何冊か調べてみた

が,どこにも出てない. 50は世界で

最初のオーディオ専用の3極出力管

だというのに.

故浅野勇氏が『魅惑の真空管アン

プ』の中であれだけ詳細に50の歴
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臆山口　歩臆
史から使用方法,実際にアンプを製

作されてその実態を紹介されている

にもかかわらず,プレート常陸曲線

だけは出てない.まったく不思議で

ある.私は十数年前まで50に心酔

していたので,どうしてもプレート

特性とその直線性を知りたかった.

窮すれば通じるというか偶然の幸

いというか,設計者を対象として

RCAで出版した｢Transmitting

and Special-Purpose with

Designer Manual｣というポロポロ

になった本が見つかった.これに約

170種類ほどの送受信管が紹介され

ているが,この中に50が出ている

ではないか.プレート常陸はもちろ

ん,グリッド特性, 3定数常陸も出

ている.このときの嬉しかったこと

たとえようがない. 1940年台(第2

次世界大戦中)に出版されたものらし

い.アメリカといえども物資が不足

していたらしく,粗悪な紙質で印刷

もかなりわるい(写真A).

第1図を見てのとおり,全体がゆ

るやかにカープしており直線部分が

まったくない.これは意外であった.

プレート特性で見るかぎり, 2A3

の方が直線陸はずっと優れている.

250が開発されたのが1927年,それ

から2A3が世に出るまでに数年

《写真A〉 RCAデザイナー･マニュアルで見つけた50の常駐
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を要している. RCAが設計者向け

のマニュアルにだけ発表して｢股に

公表しなかった理由がわかったよう

な気がする.だからといって,私の

経験によると50から出てくる音が

2A3の音質に劣ることはまずな

い.真空管の不思議な一面である.

(2) VT-25AパラはPX25の特

性と酷似

VT-25 Aは正式にはJAN-VT-

25 Aといい,米軍のJAN規格のク

マだ　プレートは,見たところ寸法

が50とまったく同一である.表示

がなければシルバニアのミニ50と

区別がつかない(写真B).

陽極の材料はタラッド材を黒イ拠

理したものらしく,グリッドは金メ

ッキされている.グリッドは陰極か

ら熱放射を受けて300'Cを超える.

陰極から蒸発した酸化バリウムが蒸

着して,陰極同様にグリッド･エミ

ッションを生じてグリッド電流が流

れ,バイアス電圧が変化してタマを

オシャカにしてしまうことがある.

これを避けるために,仕事関数の低

い金をメッキしたものだ&.

すなわち, 50と違ってグリッド電

流が流れないように対策をとったク

マであることがわかる.パルプ･サ

イズはST-16で, 2A3と同じであ
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Ez) (の

く第1図) 50のプレート特性(｢オーディオ用点空曹マ二ェアル｣より)

内部抵抗がかなり高いことだけは

わかっていたので, 2号機でこれを

パラ接続にして実験を重ねているう

ちに, E｡, I｡, Egの関係から内部抵

抗がPX-25のちょうど2倍である

ことがわかった.すなわち,パラ接

続で使用すれば等価的にPX-25と

同じに使えるというわけTeD.

VT-25Aのプレート特性がどん

な曲線なのかわからないが,ありが

たいことに佐藤定宏氏が1985年3

月号の本誌にプレート常陸を測定し

て発表されているので,これをもと

にしてPX-25パラの特性を同一比

率で比較してみた.
一般に真空管のプレート常陸は,

Ⅹ軸(プレート電圧), Y軸(プレート
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《写真BB

VT-25 A (右)はシルパ

二アのミニ50と見た目

ではほとんど変らない

電流)の目盛がそのクマに合わせて

見やすいように書かれているので,

異種のクマをそのまま同一面上に表

わせない場合が多い.この場合も,

升目から

(1) PX-25 (マツダ) :

Ⅹ-100V y-20mA

(2) VT-25A (佐藤氏) :

Ⅹ-100V y-50mA

となっている. X軸の目盛単位が違

うので佐藤氏の方の目盛に合わせ

てPX-25とVT-25Aパラを同一

面上にプロットして作図したのが第

2図である.

手作業なので厳密ではないが,見

てのとおり,カーヴの曲がり具合が

よく似ている.ほとんど同一特性で

あるとみて差し支えないことが判明

した.プレート電圧もグリッド･バ

イアス電圧もPX-25とまったくお

なじで,OKだ.これは自分としては

大発見である. VT25 Aパラが等

価的に高価なPX-25と同じに使用

できるのだから,こんなに嬉しいこ

とはない.

このカープからVT-25Aパラは

PX-25の音質に近い音が出るはず

である.同じクマの規格でもメーカ

ーが異なればまったく同じ音質にな

らないのがクマの世界だから,まっ

g33



i -PX25 剪j �� ��

I I ′ I ′ I ノ I I 椎fﾃ｢ﾃRﾂ�-20 -2,-30 ��

∴ �6ﾘ�ﾂ���6ﾒ������ﾂ�6ﾒ�6ﾒ�6ﾒ�6ﾒ�I I ′ I I I I/ ノ/ ′ノ ノ ��ﾂ�6ﾒ�6ﾒ�6ﾒ�梯�6ﾒ�����ノノー00 -45 //-50 

/ 梯���ノ′ノ / / ノ /_一ノ �6ﾒ�������爾��/ // 一/ 梯��ﾓc��ﾓc����

100　　　　　200　　　　　300　　　　　400　　　　　500　　　　　600

Eb(Ⅴ)

(第2図〉 PX-25とVT-25パラの常陸は酷似している

たく同じ音質ではないにしても,か

なり期待できることがわかった.

実際に音出し実験の結果, PX-25

にかなり接近した音質が得られた.

50顔負けのすぼらしい音質である.

とくに重低音の迫力はものすごいも

のがある.

(3) 300B :なんとメーカー別に

11品種もある

300 Bは3極管の王者として君臨

しているが,この装置でもデリケー

トな音の再現はすぼらしく,さすが

という感じがする. PX-25と上騎交す

ると,重厚さと力強さの点でナマか

らちょっと遠ざかる感じがする.

ところで,他誌を見て驚いた.な

んと現在入手できる11種類もの

300 B試聴記が記載されているでは

ないか.試聴記によると,同じ300B

でもメーカーと種類が違うと1本と

して同じ音質ではない.ということ

ば`300 Bの音''という表現は不可能

であることを示している.同一のア

ンプで用いだとしても,それぞれ固

有の音質を持っているからだ.

この11種類の試聴記の中で,

EAT300BXはぜひとも自分のこ

の装置で聴いてみたい.電気的規格

は従来の300Bと同じでも,ガラス

の形状がヨーロッパ･スタイルで
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見るからに頑丈そうだ'.電極構造が

オリジナルのウェスタン製とはまる

で違い,大きくて頑丈にできている.

放熱用のプレート･フィンが4枚も

付いているところから見て,プレー

ト損失がオリジナルの300Bより

もかなり大きくできているらしい.

PX-25の陽極も見るからに頼もし

いが,きっとこのEAT300BXも

PX-25なみに芯の強いなまなまし

い音が出るだろうと推察できる.

(4) PX-25 :このアンプでの試

聴でペスト

試聴実験の結果PX-25に落ち着

いたわけだが,決して懐古趣味で古

いクマを持ち出してきたわけではな

い. B電圧400Vで使用できる純3

極管を対象に試聴実験をした結果な

のである.このPX-25は約25年前

に神戸の㈱サンセイエンタープライ

ズで晴大したものである.当時1本

7000円だった.買うときPX-25に

しようか,DA30にしようかとさん

ざ迷ったが,今回すぼらしい結果が

出たので, PX-25の方にしておいて

よかったといまになって思う.

(5) 5692 :電圧増幅管の王者

RCAマニュアルの特殊管の部に

はつぎの4種類がある.

5690 :全波整流

5691:ハイ〟双3極管

5692 :中LL双3極管

5693:シャープ･カットオフ5極

管

昨今では市場でほとんど見かけな

くなってしまったが,真空管の品質

の最高峰だ. 5693のみがメタル･チ

ューブで,他はガラス･チューブで

ある.袴が赤色で,見るからに高品

質の感じがする(写真C).

なんといってもすごいのは,

10, 000時間の寿命が保証されてい

ることだ.一般に高信頼管といわれ

ているもので8,000時間である.エ

ージングに500-1,000時間もかけ

ている.機械的強度に優れ衝撃試験,

振動試験,疲労度試験,安定性,高

度試験(high altit融e)などの試験項

目があり,もちろん電気的性能の規

格も品質保証されているこ

このアンプでは,初段管とドライ

バ管に5692をパラで用いだが,こ

のタマの素陸と自然な音質を知ると

他のタマは使いたくなくなってしま

ラ.ちなみに,プリアンプには5691

を用いている.

(6) 272A :ドライバとしてペスト

20数年前に立川の米軍基地の放

出品を扱っていた杉原商会で求めた

ものである.ウェスタンの小出カ3

極パワー管(35mW)だ.その昔ラ

ジオ周波用アンテナ･カップリング

増幅器,音声周波の検波器や変調器

用に用いられていた.

ヒ一夕電圧が10 Vなので少々使

いづらいが, 3極パワー管のドライ

ブ用に最も適したクマである.この

タマでドライブすると,同じ出力管

でありながら,力強い音が得られる.

真空管は電圧コントロールだから,

理論的には小電流の電圧増幅管で十

分なはずだ力‡プレート電流が多い

クマを用いると,パワー感だけでな

く,リアル感までが違ってくるから

ラ　ジオ技術



0. 5l∠F ( PPC)

ともに2段ともチョーク結合方式を

採用していることだ. AFTlおよ

びAFT2はクラーフ式トランスと

呼ばれ, LC共振を利用して低域を

強話したものと思われる.たぶん

AFT lとAFT2の周波数を適当

にずらせてQを緩慢にしたスタガ

鞄幅をしたものであろう.かなり低

い音がパンパン出たに違いない.

しかも,チョークに中点を設けて

1段あたり利得を3dB稼いでい

る.こうすることによって,たった

1本の226でバイアスの深い250

を十分ドライブが可能となり, 5W

の出力が得られたのであろう.

約70年も昔に高度な設計がおこ

なわれていたわけで,脱脂ものであ

る.このアンフ以外に全段チョーク

結合方式のアンプを知らない.

私のアンプはLC共振-させてい

ないので原理的に違うが,約70年

も昔のアンプに似たような回路のア

ンプをこの現代に製作している自分

はいったい何なのだろうかと,不思

議に思う.

チョーク結合方式に関しては池田

主著『盤塵集』 (ラジオ技術社発行)の

中に｢L q Rの話｣が出てくる.

そのまま引用させていただくと,つ

ぎのようである.

｢このところ,アンプの方ではCR

結合回路の全盛時代である.結合ト
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▲ (第4図〉全段チョーク結合のシルバー･マーシャルのギター･アンプ回路

1 (第3図〉 RCALC-lAにトウイ一夕とスーパートゥイ一夕を追加

ランスとかリアクター･チョークな

どは,振り返っても見られなくなっ

輿.けれども,測定上の周波数特性

とかひずみ率などの問題よりも苦味

を大切にする者にとっては,しの魅

力は絶大である｣とある. L結合で

適当なチョークがないときはMC

トランスの1次と2次を逆にして用

いた応用例まで,回路図を用いて説

明されている.またNFBに関して

も｢NFBへの告別｣と題して,

｢NFBをかけない3極管シング

ル･アンプには素顔の美しい女の味

がある.プッシュプルともなると,

A級,AB級くらいまではともかく,

B級ともなるとその素顔は美人とは

いえない.薄化粧くらいでは誤魔化

せない.整形外科へ入院せざるを得

なくなる.その病院の名をNFBと

いう｣と,まことに辛辣だ.

私も長年のアンプいじりを続けた

結果,結局3極管シングル無帰還ア

ンプに落ち着いてしまった.

なお,坐-ナマすなわち原音その

ものを再生することは理論的に不可

能であることを認識しなければなら

ない. ｢オーディオは泥沼だ｣とよく

いわれる.これはナマそのものを深

追いする結果そうなるのか,または,

その個人が追い求める特定の音質,

あるいはヴィジョンに到達しきれな

いでエンドレスになり,アーでもな

いコ-でもないと悶々とする日が永

遠に続くことをいうのだと思う.こ

うはなりたくない.

私は幸いSHF派であるから,自

分の耳で聴いて納得できるなまなま

しい音質が得られてその音楽に感動

できれば　それが終着駅である.敬

十年アンプいじりを続けてきたが,

もうアマチュアとしてこのアンプが

能力の限界であることを悟った.し

たがって,このアンプが最終アンプ

となった.今後は,この装置で自分

が好む音楽を心行くまで聴き続けて

楽しむことにしたい.

専用のリスニング･ルームはない.

30数年前に買った建売住宅で地震

が来たらすぐプッツプレそうなオン

ポロ家である. 2階の6塁間に3畳

分の板の間を継ぎ足して聴いてい

る.ふだんは生活空間として使用し

ている部屋だ

貧しい部屋でもなまなましい音質

で再生される自作のアンプで好きな

クラシック音楽を誰に邪魔されるこ

ともなく霞転がって聴けることは,

至福のぜいたくだと思っている.

S前号訂正○

(圭)筆者のお名前を｢山口孝｣としてしまいま

したが,正しくは｢山口歩｣でした.ご迷

惑をおかけしたことをお詫びします.

②第3図中+250VとEが短絡していま

すが,これはまちがいです.
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