
6L6Gよりひと回り小さなG管6L6GAYのサイズを生かしたコ

ンパクト設計のシングルアンプ　初段は6267 (EF86)の5極

管接続で6L6GAYとはCR結合というシンプルな構成. NFB

量による特性の変化を実測したほか,出力管のスゲノーングリ

ッド回路の検討によるノイズ打ち消しも実験した.出力は組

6.5W,周波数特性は7.2Hz～48.8kHz(- 3dB).分解能の高い,

聴きやすいサウンドで,整流素子をシリコン(1N4007)から

Sic (SCSIO5KG)に変更することで　さらに分解能が改善さ

れた.

6L6GAYを生かす

秋葉原の東京ラジオデパート3

階のサンエイ電機で　軍箱入りの

シルバニア製eLeGNを見付けま

したeLeGの通常サイズsT-16

よりもひと回り小型で　6V6Gと同

じST-14サイズの6Leです.シル

バニアば　外形の小さな真空管を

作ることがしばしばあります.過

常の黒ベースが6LdGA　ベースが

薄茶色いマイカノールなのがdL6

GAYです.

dL6GAYは,この後,耐振性を

シルパニア製
6L6GAY　カー

ボンスートは薄

く内部構造が
よく見える

上げたらし6WGAに変化していっ

たところから,航空機などのため

に開発されたのではをいかと推察

されます.ガラスはうっすらとカー

ボンスートされ　その中に黒化さ

れたプレートが見えます.

プレート損失はdLdGと同じく

19Wと小さいためか,格好がいい

真空管なのに,あまり人気があり

ません.ビーム管の原点ともいえ

るdL6はバリエーションが多いの

で　らし6族を表1にまとめました.

ただし,トッププレートの807や,

図1に示します.

表1を見てのとおり,最初19W

だったプレート損失は　7027Aの

35Wまで増加しています.最大プ

レート電圧も360Vから600Vまで

上がり,スグ)-ンダ)ッド規格も

2 5W/270Vから5W/500Vと,そ

れぞれ倍近くまで増大しています.

それだけにとどまらずトッププ

レートの807からdB-G6Gを経て

ヒーター電力を増し.水平出力管

に変化していきました

プッシュプル最大出力は, e°e

ヒーター電流の大きいKT66は人　　と最終段階の7027Aでは大きな

れませんでしたeLeGの規格を　　差があります.プッシュプルの

[表1] 6L6族の規格の比較
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6L6GNシングルパワーアンプ
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[図6]本機の回路(片チャンネルは省略)

スグ)-ングリッドへの電源は,

デカップリングのところから,

270kQで供給されています.この

270kQがlWなのは　ラグ端子間

が長いためで　熱的には1/2Wで

十分です.ラグ窮子を1つ詰めれ

ばいいのですが　構想段階で

eBQ5シングルA2級アンプ(2013

年11月号)で使ったカソード-カ

ソードのPFBを考えていた名残で

す.実験したところ, lQでも3dB

以上のPFBがかかってしまい, 1

Q以下の抵抗の購入も難しいので

取りやめました

680k Qのブリーダー電流をカソ

ードに流して安定させています.

出力段のプレートから直流を切ら

ずにNFBをかけているので　その

分　カソード抵抗を下げてゲイン

を上げてあります.そのため,本

来ならばlk〔=こなるカソード抵抗

が半分近くまで下がっています.

スクリーングリッドのバイパス

コンデンサーは10llF/250V.プ

レート負荷抵抗はデー)レの1/2W

201 5/9

型にしましたlW型のカーボン抵

抗にするためにはスペースが足り

なかったからです.

カップリングコンデンサーは

ASCのⅩ363型にしました. MTB

やマロリーにすると,もっと柔らか

な音質になります.

(2)出力殿

出力段のグl)ッド)-ク抵抗は

470kQにしました信号は2kQを

経て. 6L6GAYのコントロールグ

リッドに入ります.

カソード抵抗は200 Q /3Wの酸

化金属皮膜抵抗とlk Qのカーボン

抵抗を並列にして合成抵抗値167

【=こしています.カソードバイパ

スコンテシサーにはバイアス電圧

14Vかかるので　デイレーティン

グして. 16V品ではなくニチコン

KZの220 ll F/25Vを便いました

プレートから直流を切らずに初

段カソードに470kQ/lWで6.0

dBのNFBをかけています.この

プレート-カソードNFBも,直流

を切らないほうが音抜けがいいよ

うです.

熱容量だけを考えると1/2W型

でも十分ですが　最大出力時には

ピーク値で500V近い電圧がかか

るのでIW型としました　この抵

抗にパラレルに20pFのディップマ

イカコンデンサーを位相補正とし

て入れています.このコンデンサ

ーの耐圧にも注意してください.

6L6の負荷抵抗値は2.5k Qです.

出力トランスのB電源側からカソ

ードに33 II F/350Vが入っていま

す.これはスグ)-ンダ)ッドのリ

ップル打ち消しのためです.詳細

は後述します.

出力トランスの2次側OQと16

Q端子間に,位相補正として33

A+ 0.1 LL Fを入れています.

(3)電源回路

当初は, lN4007で交流220V

を両波整流していました.

コンデンサーインプットのコン

デンサーは33 〟 F/350Vを使いま
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6L6GNシングルパワーアンプ

[表3]測定した6条件

擁 啅���一府亀 俔��c言＼ 僮ﾕ������ゲイン ���Xﾖﾂ�

定数A 田����1MO �� �� �3�縋D"�バイアスが R2を出力段 電源に接続 

恵赦B 田����1MO 辻�- 辻�- �#ゆ�"�R2は6L6の プレートに 接続 

定数C 田#���470kO 辻�- 辻�- �#R縋D"�

定数D 田#���470kO ��fｵ��- �#��b�- ��偵fD"�

定数E 田#�fﾂ�470kO 辻�- �#��b�- �#R縋D"�

定数F 田#���470kQ ��fｴ��33it �#��b�0.1〟F ��偵fD"�

-はオープン

した　このコンデンサーにパラレ

ルに入っている0.221l Fはパルス

性のノイズを取るためで　アース

側に入っている10Qは,パルス性

のノイズを電源トランス側に閉じ

込めるための抵抗です.

その後,左右別の2Hのチョーク

コイルに入ります.作例同様, 2H

のチョークコイルを使う場合は, [図9]衷3の条件

平滑回路の33llFを1001lFに増　による歪率特性の違
い(80)

やしで電源ハムを低減したほうが

いいと思います.

チョークコイルを出た後.それ

ぞれ1001l Fをアース間に入れて

あり.そこから出力トランスとスク

リーングリッドに電源を供給して

います.初段には4.7kQを通して

331l Fでデカップljング後に供給

しています.
初段管ソケットまわ

ヒーターにはバイアスをかけて　　りのようす左のラ

ヒーターハムを低減しています･　霧祭21_71.7鷲

アース

(4) SiCの導入

整流ダイオードlN4007で　各

種特性まで測定しましたが　その

後,ロームのSiCショットキーバリ

アダイオードのSCSIO5KGCに交

換しました

T0-220AC型パッケージのダイ

オードのトランスへの実装方法を

図7に示します.

1チャンネル分の

増幅部の部品配
置　カソードバイパ

スの220〟Fを立

てて撮影.コンデン

サーの下にも抵抗

器が配置されてい
ら
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[図8]表3の条件による周波数特性の遠い(80)

〝,〟"〟,"喜 �� �*�ﾂﾂﾂﾈ�ｲﾒ� ��"｡,-i- ��" ��

ulll- �� �3��耳耳磁52� ��81闘細田 �� ��

"11一一一書鵜 �� �� �� 

811一一一題 �� �� �� 

811一一iS �� �� �� �� ��

S11一一一Sj �� �(�c�ﾔ�ｦﾂﾒ� ��Sli一一一SS �� ��

ilIllll- �� 塔���8沓� ��S1一一一一SS �� ��

811-iiE �� 末姪�ﾓ��� ��81一一一一書 �� ��

-◆一定 劔�D�耳自.��D"�� 

001　　　　　　01　　　　　　1　　　　　　10

周波数〔]Z〕

∴∴ ∴十一 ∴∴∴ ∴∴ 劔鐙����������������������育��ｨﾔ��"��b�X�h������"��

＼ ～ 汀ｸﾈ������� �� ��������ぴ�

∴: 鍔��ｳ�褸5b��rﾒﾒﾖ����v�+����������唸�����ﾂ�jｩo(��糲爾�9ﾒﾒﾒﾂr����������b�∵ ＼/空i/ - 

:∴ ∴ ����楓�6)���
澄寒/樵/ ～ii一一 ∴-∴∵∴ � 

∴∴ 謙//請-( � ��ヨ 

-∴r:-i 一 一. ��._※＼.率Qx頭 ∴∴ 顕- 鐙������｢�

･闘 凵��� 唸�����8yﾙｲ������∴ ∴∴∴ 

∴∴ -i≡繚藤懸 � ��冒 



回路C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回路d

[図1 0]出力管スグノーングノッドに対する電源ノイズ打ち消し回路

調整による定数決定

無帰還の状態からデータを取っ

ていS,カットアンドトライで定数

を決定しました　実験した定数条

件を表3に,それぞれの周波数特

性と歪率特性を図8, 9に示します.

組み上がり時(走数Å)のゲイ

ンは31.7dBでした最初にR2を

IMC=こしてP-K負帰還をかけま

した(定数B)が3.3dBLかか

からなかったので　帰還抵抗を

470kQに下げました(定数C).こ

のためにバイアスが変化するので

初段のカソード抵抗も680Qから

6200に変えました.このとき,秩

ゲインもわずかに上昇していると

は思いますが　測定はしていませ

ん.

その後,約6dBのP-K負帰還を

かけることができました　そのま

までは容量負荷時に不安定になっ

てしまうので　高域のゲインを落

とす必要があります.そのために

470kQにパラレルに20pFのディ

ップマイカコンデンサーを入れて

高域を落としました(定数D).

そこへ6.1dBのループNFBをか

謹躍認
三_ _-:_-__:__:一画,I-画
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[写真1]残留ノイズの波形(80, 5ms
/div)

け(定数E),その後,出力トラン

ス2次側に33Qと0.1LLFの位相

補正をかけました(定数F).この

定数Fを最終的に採用しました

電源ノイズの打ち消し

測定をしている途中で　電源ハ

ムによるノイズが多いのに気付き

ました　チョークコイルのインダク

タンスが小さかったのです.

そこで　6080シングルアンプ

(2014年9月号)で採用した電源ハ

ム打ち消しを出力管のスダ)-ン

グリッドに対して試みました(図

10).

dL6のLLg2は8であり,カソード

バイパスコンデンサーは2201l

F二8-2751tFとなるので33

〟Fにしてみました　現実には

eLeのプレートから初段カソードに

畠〇一瞳
:'言､ :､`:･''Tl,:･'::聞. ●

出力トランスの高さとバランスが取れるよう,サブシャシーで真空管　　出力端子は80が1系統のみ.ヒューズ内蔵タイプのACインレッ

を落とし込んでデザインの重心が上がりすぎないようにしている　　　卜でスペースを節約している

MJ 20



(a) 100Hz (2∩崎/diV)　　(b) 10kHz (204(S/dIV)

[写真4] 80抵抗負荷の方形波応答(上　入力

下　出力,入力01V/diV,出力1V/diV)

(a) 0047uF

(C) 022uF　　　　(d) 047uF

[写真6]容量負荷の10kHz方形波
応答(上　入力,下.出九入力01V/

diV,出力1V/diV, 20us/div)

入出力特性(図11)を見ると.

lkHzのクリッピングポイントは

6.5W程度です　ダ)ッビングポイ

ントははっきりしていて,いきなり

崩れます.頭がスパッと切れて.

グリッド電流が流れ　ノッチング

歪みも出てきます.

lV時の周波数特性(図12)は.

- ldBでは9.1Hz～29.6kHz, - 3

dBでは7.2Hz - 48.8kHzです.

盃率特性(図13)の最低値は,

10kHz. 0.5V時の0.23%でした

IkHzと10kHzは同じようなカー

ブを描きます. 100Hzが少し悪く

なっているのは残脅ハムの影響で

す.

lkHz正弦波の歪み成分観測を

写真2に示します.

リサジュー図形(写真3)を見

る限り,ダ)ッビングポイントまで

ほとんど2次高調波歪みが多いこ

とがわかります.

ダンピングファクター(図14)

はlkHzで3.06でした. 10-50Hz

80

(a)無負荷　　　　　　　(b) 80+0047IIF

(d) 80+022〟F　　　(e) 80+047HF

の低下は,出力管カソードの220

〟Fを大きくすればもっと少なく

なります. 10Hz以下でまた上がっ

ているのは,インダクタンスが小

さく低域では巻線の抵抗だけにな

るためでのようです. 25kHzあた

りのディップは,位相が回ってゲ

インが上がっているのかもしれま

せん.

チャンネルセパレーション特性

(図15)は,入力ショートでlkHz,

lVで63dBほどでした　しかし,

これは残宵ハムの電圧を測ってい

るようなもので実際は, lkHzで

あと10dBくらいは良い値だと思い

ます.

8 Q抵抗負荷の方形波応答を写

真4に示します.

100Hzはサグが見られますが

まずまずでしょう. 10kHzにはオ

ーバーシュートが認められますが

たいしたことはありません

10kHzの8 Q抵抗負荷+容量貧

荷の方形波応答(写真5)では,

容量が増えるにつれてオーバーシ

ュートが大きくなりますがリンギ

ングには至りませんでした　無負

柿では,オーバーシュートは見ら

れませんでした.

10kHzの容量負荷のみの方形波

応答(写真6)では, 0.0471lFで

オーバーシュートの後にへこみが

出来てきます. 0.11IFからはリン

[写真5] 80抵抗負

荏+容量負荷の1 0kHz

方形波応答(上　人九

下.出力,入力01V/

dlV,出力1V/diV, 20

us/diV)

ギングが起こっています. 0.471l

Fまで増やしましたがリンキング

が大きくなるだけで　発振には至

りませんでした

消費電力は71Wで消費電流は

0.82AになりましたlAのヒュー

ズを入れてみましたが.ラッシュ

カレントで切れてしまいました.

そこでヒューズは2Aとしています.

スローブローヒューズならばlAで

よさそうです.

これらの測定には　パナソニッ

クのオーディオアナライザー

VP-7720A.日立のオシロスコープ

Ⅴ-552,サンワのデジタルテスター

PC500,トリオのミリボルトメータ

ーVT-121などを用いました

ヒアリング

分解能が良く,聴きやすい音色

でした　シリコンダイオードをSiC

に換装したところ,分解能がさら

に上がり,ギターの楽器のタッチ

がよくわかるようになりましたが

少し高域が強調されるように感じ

ました.ダイナミックレンジも広く

なったように感じられます.ダイ

オードの交換だけなので　諸特性

は改めて測定しませんでした.

また手元にソヴテック5881が

あったので差し替えてみましたが

音が固く.あまり好みではありま

せんでした.

MJ




