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はじめに

1991年に初めて筆者がMJ主

催による第2回自作アンプコン

テストに参加してから,早いも

ので25年が経ちました　その間

DDC方式, 4DC方式, GGS方式,

特殊UL方式などの回路を紹介し

てきました.しかし,それらの回

路はやや特殊で　動作原理や回路

の持つ意味がよくわからないとの

意見が多くあるので　今後　折に

触れて説明していきたいと思いま

す.

3極出力管の動作原理

今回は　3極出力管に限って説

A, B, Cは匂=OVライン

(a)模式化した3極管Ep-/D特性

[図1] 3極管のEp-Ipa毒性
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出力管にVT62/801Aを使用した単一電源による

全段直結A2級シングルパワーアンプ　当初,初段

は6SJ7を5陸曹接続で使用してみたが,音質に難

点があるので　特性もよい3極管の12SC7メタル

管を採用.カソードフォロワー段は6J5を採用し,

A2級では各種の方法があるが直結でドライブした.

また, A2級動作について解説する.試聴では,ト

リタンフィラメントを持つ801A出力管特有の抜け

るようで爽やかな高域と,出力トランスによるた

めか低域もしっかりした音色が楽しめた.

明します.

その前に,真空管の本質的な特

性として3/2乗特性というものが

あり,これは,それ以上ダ)ッド

電圧を上げていってもプレート電

流は流れないラインのことで　図

1にその特性を示します

Ep -Ip特陛図における動作範囲

は,この曲線より右側ということ

になります.

図1 (a)は,特徴のある3極管

のED-Ip特性を図式化したもの

です.ここで重要なポイントは

Eg-OVラインで　ここが大きな

意味を持っているということです.

Aは負バイアス管の特徴で　オ

ーディオ用3極出力管は　ほぼ

この特性に入ります. Aで表して

いるカープが　3/2乗曲線に近い

(内吾随意抗力平射､)ほと動作領域は

広くなり, Al級で使用する限り,

その分,最大出力も大きく取り出

せることになります.

グリッドの正電圧領域は比較的

狭くなるので　グリッドをプラス

までスイングするA2動作による

出力の増加はあまり期待できませ

ん　したがって, Al級での動作

に適しています.

Bは0バイアス出力管の特徴で

動作点がEg=OVか　その近くに

ある真空管のことです.これは

信号が入力されるとグリッド電圧

が正負に入れ替わり,ダ)ツド人B lgLLEg lgk,g lCkE8
-0　　　　　　　　　　　　　　　ヽノ

Ep　　　　　　･･'

(b) A B C動作でのグリッド電流の流れ方
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vT62/801Aシングルパワーアンプ

[表1 ]使用真空管の定格

･＼型＼蕃＼ � 電｣X8�5�8ｲ�∴12SC7メJJ十一 

種別 剔乱M.変調RF増幅用3極管 �(hx�%�8ｼ豫r�高u双3極管 

与,〔∨〕×h〔A〕 �7.5×1.25 澱�8����ｳ2�6.3×0.3 

耳貴 大 定 格 之��ｵh�ﾂ�600 �3���250 

pD〔W〕 �#��2.5 ��

Ik〔mA〕 都��20 ��

皐,_k〔∨〕 ��±90 涛��

動 作 例 乃H�ｸ���ﾂ�600 �#S��250 Eg1〔>〕 蔦SR�-8 蔦"�

ID〔mA〕 �3��9.0 �"�

gm〔ms〕 ���ｳィ�2.6 ���3"�

rolkOI 釘�2�7.7 鉄2�

〟 唐�20 都��

その他 �$ﾃﾓr繙ｶ粐��ﾓ�Vﾔ����Bﾓ5�r����� ��

カインピーダンスがいきなり大き

く変化するので　出力管をドライ

ブするためには　可能な限り出力

インピーダンスを低くすることが

必要です.そうでないと小出力時

から大きな歪みを伴い,くせの強

い音質のアンプになってしまうで

しょう.

Cは動作点Egがプラスにある

真空管で無信号時でも常にZgが

流れている動作です.ダ)ツド電

流が流れることにより,入力イン

ピーダンスはかなり低下するので

坤こ打ち勝ってドライブできるよ

うに配慮したドライブ段を設定す

る必要があります.

各動作でのグ)ッド電流の流れ

方を図1(b)に示します. A2級

でのドライブ回路を設計する際

重要なポイントぽ　このZgに対

してどのように対応するかに尽き

ます.すなわち,信号に応じたIg

力流れます　これはEgxIgなので

ドライブするためには電力が必要

になることを意味しています.い

わゆるパワードライブ(電力ドラ

イブ)を行う必要があるというこ

とです.ただし.これは出力管を

使用したドライブと.往々にして

混同されがちですが　そういう意

味ではありません
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ドライブする方法については

いろいろなやり方が考えられます

が　筆者の場合,カソードフォロ

ワーで直結ドライブすることにし

ていますし, Bの場合はグリッド

をアースに落としたグリッド接地

型回路(GGS回路),また, Cの

場合は全段直結ダイナミックカッ

プル回路(DDC回路)を使用して

います　その理由については,そ

れらの方式を採用したアンプを紹

介する際に詳しく説明することに

します.

今回は図1のAの特性を持つ

VTe2/80lAを使用したA2級シ

ングルパワーアンプを紹介します.

VT62/80 1 A

vT62/80lAは,真空管が開発

されて間もないころ,すでに原型

が発表されていたといわれていま

す.原型はUV201で　その後い

くつかの改良を経て,今の真空管

に進化しました　このいきさつに

ついては浅野勇氏がその著書『魅

惑の真空管アンプ』 (誠文堂新光

社刊)で　詳しく述べているので

詳細を知りたい方はそちらを参照

してください.

実は. 811A DDCシングルア

ンプで自作真空管アンプコンテス

トに参加する前　すでに801A全

段直結アンプを製作していました

そのときはろくな測定器もありま

せんでしたし,動作原理に対する

理解もいいかげんなもので　怖い

もの知らずで製作しましたが　そ

のアンプはその後,音質が気に入

られて義理の弟のシステムに嫁入

りしました

それ以降　予備に用意してお

いた80lAの消息は不明で　長い

ことお蔵入りしていました　最近,

真空管の整理をしていたところ,

予期せず予備球が出てきました

そこで　今まで研究してきたノ

ウハウと,最新のパーツを注ぎ込

んで　再度シングルパワーアンプ

を作ったところ,なかなか聴き応

えのあるアンプに仕上がりました

ので紹介します

80lAは本誌の読者であれば

知らない方はいないと思われるほ

ど有名な出力管なので　詳しい説

明は不要かもしれません.

なお,本機は800Vを超える高

いB電圧を扱うので　今までに何

台も製作した経験のあるベテラン

向きのアンプになってしまったこ

とを,前もってお断りしておきま

す.
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回路設計

使用した主な真空管を表1に示

します.また,回路図を図2に示

します.

(1)増幅部

･出力段

本機に使用した80l Aは, VT62

と米国軍用ナンバーが併記されて

いて,軍用として多用されたよう

です

最大プレート損失は20Wあり

ますが　その割には電極の形状

は小さめにできています.フィラ

メント電力は9.375Wもあります

これはピークプレート電流に対応

するためで　C級で使用するとき

には大切な事項です.

本機は単一電源による全段直結

シングルで設計します.したがっ

て,前段との直結を可能にするた

め,カソード電圧は嵩上げするこ

とにします.仮に200Vの嵩上げ

を行うとすれば　プレート電圧は

800V程度が必要になり,高いB

電源が必要になることになります.

動作の基本は製作記事によく

出てくる801Aシングルパワーア

ンプの設計例を参考にしましたが

Ep-600V, Zp-30mAを動作点

にとるのは　当を得た設計だと考

えます.したがって,本磯も同様

の動作条件で回路を設計すること

にしました

図3には80lAのEp-Ip特性

を示します･ Pp-600V,互-

30mAに動作点を取り,そこに

負荷として14kQの負荷線を入れ

たものです. A2級動作として+

62

30Vまでスイングすると,入力電

圧は160Vp-pが必要になりますが

図中に示すように,最大出力は多

少ラフな計算ですが　7W程度を

取り出すことができることになり

ます.

このときグリッドは正側まで

ドライブするのでEgがプラス

になったとき当然坤ま流れます･

80lAは送信管なので　C級で使

用されることを前提に最初から設

計されており,グリッド電流に対

して充分配慮されていて,安心し

て正領域まで使用できます.

ちなみに表1に示したよう

に, 80lAの中二は定格があり,

15mAが最大値となっています.

まだ　前述したようにカソード

電圧を嵩上げするのですが　ここ

に入るバイアス抵抗は定電流効果
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[写真2]真空管vT62/801Aの茶色のベースとメタル管の　[写真3]背面には左からiEC･ACインレット,ヒューズホル

黒色との対比がおもしろい(p22参照)左にボリューム,右　　グー, 8, 40の出力端子入力範子を配置　上面の出力トラン

にはパイロットランプと電源スイッチを配置した　　　　　　スのリード線は,貫通ブッシュを通してシャシー内へ引き込む
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[写真4]部品配置は,この上面写真を参考にしてほしい
型を2個使用　真空管まわりの放熱孔は¢10mmのものを8個あけている　ラグ範
子型コンデンサーをスタックで使用する際,マイナス側にも電圧がかかるので　ア
ルミケースが直に出ているものはビニールなどをかぶせて絶縁対策か必要
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[写真5]シャシーは,リードのMK-400を使用.各パーツは,五節貿易の韓子台

を加工したものを多数使用して煩雑にならないように配置した　まだ　ホウロウ抵
抗はかなり発熱するので　周囲にスペースをとることが大切
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-ツなので　各自の好みで選択し

てください

製　作

製作については　写真に沿って

説明します.

写真2ば　正面から見た外観で

す.使用したシャシーは,灰色の

塗装がされていますが　本機は孔

あけ加工後,グレーのグラナイト

ペイントで再塗装しました　茶色

のマイカノールベースが目に付く,

個性的な外観に満足しています.

写真3は.後ろから見たもので

す.左端にⅢC･ACインレット

とヒューズホルダーを,センター

には出力ターミナルを,右端には

入力ピン端子を配置しました

写真4は上から見たものです.

シャシーのレイアウトは,この

写真を参考にするとよいでしょう.

熱を嫌うパーツである電解コンデ

ンサーは,できるだけ熱源から離

して設置してください.また　ア

ンプ部と電源部は離して設置する

ようにしてください.不要なリー

ケージを拾わないためにも必要な

ことです.

なお,出力トランスとチョーク

コイルはリード線引き出しタイ

プなので　必ず貫通プッシュかゴ

ムブッシュを通してシャシー内に

引き込むようにしてください.こ

れは　シャシーとリード線のショ
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[写真11]方形波応答波[写真12]方形波応答波[写真13]方形波応答波
形(L-ch, i-100Hz, RL　形(L･ch, i-1kHz, RL-　形(L-ch, i-10kHz. RL-

-80,出力電圧1V,ms, 80,出力電圧1Vms,上　80,出力電圧1V｡ms,上`

上･入力下●出力)　　入九下　出力)　　　　　入力,下　出力)

[写真14]方形波応答波[写真15]方形波応答[写真16]方形波応答波
形(L-ch, i-10kH乙負荷　波形(L-ch, f-10kHz.形(L-ch, i-10kHz,負

オープン,上　入力.下　80の抵抗に022uFの容　荷は0.22uFのみ,上･

出力)　　　　　　　量を並列接続,上　入力,入力,下　出力)

下.出力)

[写真17]クリップ波形　[写真18]歪み波形(f-

(i-1kHz,出力電力7W

時.上　入力,下　出力)

ンデンサーのみとしたときの応答

波形です.当然.リンギングは発

生しますが　原型はしっかり保っ

ていて発振の気配すらありません

1kHz,RL-80,出力電

力5W晴　上●入力,中.

出力,下　歪み)

写真17は,最大出力時のサイ

ン波応答波形です. ?リップが先

に起こりますが　その程度は緩や

かで　徐々に欠けていきます.

i.→.-＼_ 

∴∴ 刮煦� 

辱譲雲綬き ��謙譲霊繚蕊≡ 
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写真18は, 5W出力時での歪み

波形です.この波形からば　何次

歪みかはわかりません.本機にお

ける音質的な特徴があるとすれば

この歪みの出方が大きく影響して

いるものと思います.

試　聴

最初に感じるのはトl)タンフ

ィラメントを持つ出力管特有の抜

けるようで爽やかな高域です.

80lAはややもすると低域が薄

く,高域力勝った音がするといわ

れていましたが　今回使用した出

力トランスは　コアボリュームが

大きいためか,低域もしっかり表

現できているので　バランスがよ

くとれていて.高域でのさっさが

感じられませんでした

終わりに

出力管と出力トランスはペアで

あるとよくいわれますが　今回は

そのことを強く実感しました　本

機を発表するに当たって,試件を

繰り返しましたが　VT62は神経

質な性格を持っていて,前段の真

空管を選びます.

また　出力トランスにある110

kHzでの大きなピークを除去すべ

く,ハイカットフィルターの意味

で　初段のプレート負荷抵抗と並

列に補正回路を入れたところ,普

質がつまらないものになってしま

いました

VT62は何の小細工もせず　ス

トレートな作り方がよいのではな

いかと感じました.

なお,本機は高電圧を扱うアン

プなので　写真19に示すように,

安全のために付属のボンネットを

かぶせました　この外観は　いか

[写真19]保護　　にもパワーアンプであることを強
のためのシヤシ-

にボンネットをか　　調できているようで気に入ってい
ぶせた本機　　　　　ます.
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