
300B

Itラシングル
15Wモノ-ラルバワ-アンプ

競作｣を

企画するとのことで　読者にとっ

て製作が可能な範囲で魅力的な大

出カアンプをいろいろと考えてみ

た結果　300Bを2本並列とした

パラシングルアンプを製作するこ

とにしました

現在,オリジナルの300Bは再

生産品を含めて中古市場でさえも

あまりに高価ですし,新たに購入

することは至難の業となっていま

す.したがってWE300Bを合計

4本使うなどということば　よほ

どの覚悟が必要で　ほとんど考え

られないことです.

他方,中国,ロシア,スロバキ

アなどの国でWE3008の同等管

が生産されており,最近ではその

品質が向上してきていることもま

た事実です.さらに,それらの製

品は比較的安価で販売されていま

す.そこで　ここでは単に｢直線

性の優れた大型直熱3極管｣と割
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ングルアンプを製作した　近年,品質が向上

ライブし,出力トランスにはPMF-SOWS-

と製作の利便性を考えてモノ-ラル構成とした.

は15W,残留ノイズは0.65mV, DFは2.5である.

した

WE300Bの定格を表1にまと

めました. WE300Bの定格は年

を経るごとに改訂され　最大プ

レート損失は最終的に40Wに

まで増加しています.典型的な

3008シングルアンプの2倍の出

力16Wが目標です.

このくらいの大型パワーアン

プになると.ステレオ構成ではか

なりの重量になって取り扱いが大

変なので　モノ-ラル構成で製作

することにしました　若干コスト

アップになりますが　アースの引

き回しをはじめとして内部配線が

シンプルになって,かなり製作し

やすくなります.

設計を始めてすぐに気がついた

のは　簡単に3008プッシュプル

アンプへの変更ができるというこ

とです.シャシーにはバランス調

節用の孔まで用意しておいたので

秋の真空管オーディオ･フェアで

聴いていただいた後で改造してみ

ようかと今から考えています.

回　路

これまでWE300Bは単に人気

があるだけでなく,音の良い真空

管として信仰にも近い憧れを持た

れてきました　それゆえアンプを

設計するにあたっては,安全第-

の動作条件とすることが当たり前

とされてきました.長期にわたっ

て安定した動作のシングルアンプ

となると,やはり自己バイアスと

いうことになるのでしょうか.

本機を製作するにあたって,読

みとして固定バイアスで製作して

みました　CR結合でパラシング

ルとするには,スペックシートに

記載されているダ)ッド抵抗Rg

を50kQ以下にするという項目が

ネックになります.ドライブ管

にとって.負荷が25kQ以下(Rg

が2本並列になって)ということ

は実に厳しい条件です.パラシン

グルアンプを固定バイアスで作る

にはカソードフォロワードライブ

かトランスドライブしかないよう

です.



本機に採用したブスバン300B

のグリッド電流を潤ってみると,

さすがに現行管は0.1弓IA前後

と非常に小さ(,真空度がかな

り高いと想像されます,そこで

B9-220kQとして動作させてみま

したが　なんの問題もありません

長期間の安定動作は確認できてい

ませんが　一概にダメとも言えな

いようです.機会があれば　固定

バイアスで大出カアンプを試みた

いと考えています.

結果としてば　CR結合でパラ

シングルアンプを製作するには自

己バイアスでということに落ち付

いたわけですが　動作点をどこに

取るのかが問題となります. WE

発表の300Bシングル動作での動

作例を表1に示しました　これ以

外にもさまざまな動作例が存在し

ますが　プレート･カソード間電

圧Vp_A - 350V,プレート電流Ip

- 70mAをベースとして設計を

進めることにします.

ブスバン300B (75mAランク)

[表1 ] wE300Bの定格と代表的な動作例

(Jan 1950,AT&T.Co)
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[図1 ]プスパン300Bのプレート特性(筆者測定)

のプレート特性を自分で測定しま

した. WE300B同等管というこ

とですが　自分で確認しないと気

になるたちなので仕方ありません.

その結果を図1に示します　思っ

ていた以上に素晴らしいカーブで

オリジナルの特性ときれいに合っ

ています.ブスバン300Bのラン

ク違いは　エミッションというよ

りLLがわずかにずれていることの

ようです.

電源トランスPMC-170Mの

320V端子を使った場合,ダイオー

ド整流ならばB電圧
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はおよそ420Vとな

ります.チョークと

出力トランスによる

電圧降下があるので

B電圧は想定より

5%ほど低い約405V

となってしまいます.

最大出力は若干低下してしまいま

すが　仕方ありません.

図1のカーブにVp-A -335V,

Ip - 70mAをあてはめてみると,

バイアス電圧は約-70Vとなり

ます.したがって自己バイアスの

場合.カソード抵抗Rkは70V/

70mA- Ike, B電圧は335+

70-405Vとなります.

300Bシングルアンプの典型的

な負荷インピーダンスは3kQあ

るいは3.5kQです.出力を重視

して2.5kQ,歪率を重視して5k

Qとすることもあるようです.本

機は並列動作なので　半分の1.5

-1.75kQがメドとなります.今

回は出力トランスに1.6kQのも

の(PMF-30WS工6k)を使うので

本当にそれで良いのかを確認する

ために,アンプ完成後に負荷抵抗

を4Qから20Qまで変化させて
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[図2] 300Bパラシングルの最適負荷特性
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[図4] 300Bパラシングルアンプの仝回路図

メントもコイルバネで吊っている

というように,一日で違いがわか

ります.その代わりに価格はリー

ズナブルです.気になるのは,そ

の電気的な特性が本当に同等かど

うかということです.

その点は,前述のように実際に

測定した特性がWE3008ととて

もよく一致していたので　まずは
一安心といったところです.肝心

な音については　300Bに関する

だけでもガラスバルブや構造の違

い,さらに出力トランスなどさま

ざまな要素が絡むので　完成して

から確認するしかないようです.

今回使用した4本のブスバン300

田のプレート電流は同一計測条件

で66.7mA　66.1mA　66.OmA

65.7mAと1%以内のバラツキに

収まっていました　300Bはこれ

に限るということではなく,ほか

の製品でも信頼の置けるものがあ

れば　それを使えば良いでしょう.

ドライブ段の初段はEF86/62

67を3緒にし,さらに電流帰還

をがナて増幅度の調節と歪率の低

減に努めました　次段はeFeGT

を,やはり3綿にして電流を多め

に流して使っています.これらの

真空管は特にメーカーを指定しな

ければ　容易に購入することがで

きます.

300B用のUXソケットとeFeGT

届のUSソケットは,真空管の温

度が上昇するので五麟貿易のタ

イト製を使いました　EF86用の

MT9ピンソケットはシンチの下

付きモールドを使いました　手に

入らなければ国産の上付きで構い

ません.これまでも繰り返してき

ましたが　特にソケットは信頼の

置ける良い品を使ってください.

真空管アンプで最も重要な部

品(極蹄な言い方では出力管より)

である出力トランスは　ノグチト

ランス販売のPh征､-SOWS-1.6kを

66

使っています　図5に示した特

性を見ても周波数帯域は10Hz ～

70kHz(-3dB)ど,特に高性能

というわけではありません.ノダ

チトランス販売の小型出力トラン

スには高域に小さなピークがある

ものが多く,これが出力トランス,

翻って小型アンプの個性となって

います　大型アンプではこのよう

な個性は少々邪魔な存在ですが

PMF-30WS-I.6kでは高域が素直

に低下しているので　バランスの

良い音が期待できそうです.

出力トランスPMF-30WS-1.6k

は縦型枠締めリード線出しなの

で　高級感を演出するために五麟

貿易のアルミタイキャストのトラ

ンスカバー(サイズ95WxlO5D

xl15Hmm)を使うことにしま

した　チョークコイルも同様に,

アルミタイキャストの小型トラン

スカバー(71Wx64Dx80Hm)

に収めました(写真2).

MJ
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[図12]歪率特性(100Hz 1kHz,

1 0kHz)

て2.5-走であり, 60kHz以上で

は2.0以下にまで低下しています.

本機は無帰還なので　各周波数

の歪率は出力に従って次第に増加

する傾向となっています.歪章の

数値は出力0.1W付近で0.05 -

0.06%と,無帰還アンプとしては

かなり良好です(図12). 3008の

ダ)ッド抵抗を変えると歪率がか

なり変化することから, 300Bと

eFeGTの間で歪みの打ち消しが

働いていると考えられます.この

特性では,各周波数の歪率カープ

がほほ一致していることが特徴的

です.なお, lkHzと10kHzの測

定では400Hzローカットフィル

ターを使っています.

方形波応答波形

抵抗負荷8 Qでの100Hz lkHz,

10kHzの方形波応答波形を図13

に示します.応答波形は図10の

周波数特性を反映したものとなっ

ています. 10kHzの波形には小

さなリンギングさえも見られませ

ん.図10の範囲外の100kHz以

上でもピークがないと考えられ

高域でのレスポンスが素直に低下

していることを示しています.

本機は無帰還ですが　念のため,

無負荷と0.1 jjFのみの容量負荷

とした場合の10kHz矩形波応答

波形を観測しました　図14のよ

うに無負荷では変化は見られず

容量負荷0.1 1IFでは小さなリン

キングが見られるものの.まった

く問題はありません

試聴とまとめ

試聴はDinah Shoreの『DINAH

SINGS, PREVIN PLAYS』

094636980225)とハイドンの

チェロ協奏曲(ERATO WPCS-

22081)を使いましたクラシック

の指揮者,ピアニストとしても知

られたアンドレ･プレヴインのピ

アノが目を見張るようにきれいで

す.ジャズピアニストとしても知

られた人ですがクラシックのピ

アノの匂いがします.ダイナ･ショ

アの大人の雰囲気,上品な歌声は

艶やかで伸び伸びとしています.

チェロ協奏曲ではチェロが透明で

美しく,瑞々しいとの印象です

本アンプは無帰還ですので

パーツの影響,その中でも大き

な比重を占めているのは300B

(C) 10kHz

[図13] 80純抵抗負荷における方

形波応答波形(2V/diy.∫

72

と出力トランスです.特にPMF-

30WS -1.6kは素晴らしいと感じ

ました.インピーダンスの小さ

い出力トランスはl次巻線の巻

数が少をいせいか特性に暴れが

出にくいのでしょうか　3008と

dF6GTの組み合わせによる低歪

率とPMF-30WSl.6kの素直な特

性によってバランスが良く,ハー

モニーの響きが自然で　伸び伸び

と鳴るアンプとなりました　一般

に300Bのパラシングルアンプと

いうとそれだけで作るのが難しく,

上級者向けとの印象を受けてしま

います　しかし本磯はモノ-ラル

構成にしたこともあり,シンプル

な構成ですので軌､のほか製作は

容易で　中級者向けです.

試聴はCDプレーヤー:マラン

ツSAllS2,自作ラインアンプ(本

誌2015年2月号),スピーカー:

アルテック604-8Hのウーファー

+アルテック802D/811Bホーン

+ CORAL H-100 (ネットワーク

は自作),サブスピーカー:アコー

スティック･ラボ``ボレロ''で行っ

ています.




