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はじめに

同好の士が集って行う試聴会が

各地で開催されています.若い方

もちらほら見受けられますが　参

加者の大半は筆者と同年齢か,そ

れ以上のマニアなのは多少寂しい

気がします.

このようなイベントで　必ずと

いってよいくらい尋ねられること

高い
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WE91型を改良した300B使用のシングルパワー

アンプ初段に6SJ7GTを5橿管接続で使用し,直

結部の安定化のためスクリーングリッド電源は

6SN7GTのカソードから供給.出力段との間にイ

ンピーダンス変換のためにカソードフォロワーを

入れて高域特性を改善.また,プレート電流監視

用の100mA電流計も入れた.電源部はごく普通の

構成.残留ノイズは両チャンネルとも入力オープ

ン時1.2mV程度.測定器がなくても容易に製作で

きる無帰還アンプ

があります.それば　キットは何

台か作ったが　本格的な手配線に

よるアンプを製作してみたいとい

うことです.その際,一番大きな

ハードルは部品の調達に苦労する

ことだそうです.

本誌などの各執筆者が発表した

アンプと,同じパーツを使用した

いと考えるのは当然のことでしょ

う.

(a) ｢作って楽しむ真空管オーディオアンプ｣ 3008シングルアンプの回路構成

高い 高い 剄ｂ｢ 

低い ��9=ﾂ�

(b)本稿の高域特性向上を図った回路構成

[図1]インピーダンス関係

部品の調達については　筆者も

同じ状況ですが　地方に在住する

ものにとって大きなネックになり

ます,通販を利用すればよいので

すが　その場合,多くの店に注文

しなければならないことや,自分

が希望していたものと異なったパ
ーツだったりします.そのような

ときに,秋葉原に一括してパーツ

を取り扱ってくれる店ががあると,

どんなに便利かと思いますが　採

算が取れないためか,そのような

ところがないのが残念です.

今回ご紹介するパワーアンプは

パーツの項で述べますが　すべて

の部品が一括して揃うようにして

あります.また,ジャンク箱の中

にある手持ちの部品,もしくはこ

だわりのパーツがあれば　それも

使用できるように汎用性をもたせ

た設計にしてあります.不足する

パーツがあれば　それのみを注文

することで　必要な部品をすぐに

入手できることから,追試しやす

くなっています

キットを卒業して.次のスチッ

MJ



300Bシングルパワーアンプ

[表11主要真空管の定格
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プに進みたいと考えている方の参

考になれば幸いです.

基本回路

本機の基本的な回路はWEの

91型を参考にしたもので　変更

点は初段と出力段に,カソードフ

ォロワーを挟んだ構成です.

誠文堂新光社刊『作って楽しむ

真空管オーディオアンフ刊で紹介

した3008シングルアンプは　音

質的に充分満足できました　シン

プルな構成からくる透明度が高く,

素直な音質は高く評価できると思

います.

今回製作する3008シングルア

ンプのテーマは.音質はできる

だけそのままにして,周波数特性

とくに高域特性の改善と,追試し

やすいアンプにすることが主目的

です.

図1を見てください. (a)は『作

って楽しむ真空管オーディオアン

プ』で紹介した回路構成です.初

段は5極管のカソード接地回路な

ので　出力インピーダンスは負荷

抵抗値とほぼ同じで100kQ程度

です.また, 300Bの入力インピ
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[写真1]使用真空
管.左から6SJ7GT,

6SN7GT, 300B,

5∪4G

-ダンスはグリッド'リーク抵抗と

同じなので　この場合は330kQ

になり, 300Bの入力容量とでロ

ーパスフィルターを構成し,結果

的に高域のレスポンスの低下は,

比較的低い周波数から始まります

そこで初段と出力段の間に, (b)

図のようにバッファーとしてカソ

ードフォロワーを挟み,高域特性

の向上を図ることにしました

ご存じのようにカソードフォロ

ワーの特性として,入力インピー

ダンスは非常に高く,また出力イ

ンピーダンスは数百Qまで低下す

るので　インピーダンス変換が行

われることで　信号の受け渡しは

最良となl)ます.

ただし,段数がlつ増加して複

雑化するので　シンプルな構成

からは遠ざかるのが難点でしょう

多少なりとも音質にも影響が出る

はずですが　どちらがよいかは各

自の判断に委ねる部分だと考えま

す.

真空管の動作

各真空管の最大定格と動作例を

表1に示します.

図2に, 300BのEp-Zp特性を

aL,gT. Ep-350V. Ip-70mA

に動作点を置5,そこに3.5kQの

負荷線を引いたものです.このと

5,計算上最大出力として6.6W

を得ることができます.後述しま
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300Bシングルパワーアンプ

I/2 6SN7GT　　　　　　　　　　　　　300B

i 煤 〕 q 呈lOOuF+ 50V_ �4(l) 6SJ7GTl45V5(2) I 8 3:::6m2VTOOk"Wee) 4155Vo.o勘[ 3-5≧lkV …千千512kwQ �2 3 ≧140P-315K35A ∴∴∴: i/2Wl60V- 120抵抗2本 

ポイント 劔433Vi 剩ｲ���397V 冓 

シーアース327V 

.EcFA-CT,,35-.内十驚轟685∪4G>書⊥3kQ5W,5kO2WiL605k.8nV 
フ AClO3V 剿�ｸ�員ﾈ�*ｸ*ｲ�耳�X�ﾒ�

ヒューズ 劍�ecC#"v�DcHﾙDif顋��

情SS園園音音 剿��Fl4.85VO8205WD6SBN20 剪���韓轡 :÷∴÷∴ 
> 励b�5b�400V 

lOOOOl(千+ 貞2rﾒﾒ���

16V__ぎー0 剴e4｣seE�"�く⊃ 013305W寺 F了 剴c･b猪澱#x插�ﾉ�"tﾂ�

2ニー6.3V t00鵠盛+-_ー0 0-3305Wも: F2' 劍�����

[図5] 300Bシングルパワーアンプの回路図

し'"

千

が

と

ド

▲､

原

輿

かることで　eSN7GTのカソー

ド電圧がより安定し,音質的な貢

献をしていると思います.

負荷抵抗は,抵抗値を大きくす

ると感度は上がりますが,今度は

高域特性が悪化するので100kQ

が適当だと判断しました

(2)カソードフォロワー段

カソードフォロワー段は　イン

ピーダンス変換のために入れまし

たが　出力管とは直結ではないの

で　どの程度効果があるか不明で

した　しかし,高域での特性はか

なり改善します.

また　カップリングコンデンサ

ーの充放電によるブロッキング現

象も,少なくなったように感じま

した

(3)出力殿

2015/1 1

出力管の300田はごく標準的な

動作で使用しています.決して無

理せず　長期にわたって安定した

動作を期待できるでしょう.

グリッドリーク抵抗はオリジナ

ルの91型に例を取り, 330kQと

10kQとに分割し,その分割点と

バイアス抵抗の問にIllFのコン

デンサーを結び　グリッドフィル

ターを形成してあります.これは

300Bのグリッド異常に対して有

効だと思われます.

自己バイアスなので電流計は

不要だと思いますが　今回は常に

プレート電流が監視できるように,

100mAの電流計も入れました

(4)電源部

電源蔀はごく普通の構成なの

で説明の必要もないと思いますが

概略だけ説明します.

B電源はAC400Vタップを使

用し, 5UAGによる前波整流後,

チョークコイルとコンデンサーで

構成した平滑回路を通して. 430

Vの良質なB電源を供給していま

す.その後,抵抗･コンデンサー

によるデカップリング回路を通し

て電圧を調整した後.各段に必要

な電源を供給しています.

300Bのフィラメント電源は,

ブリッジダイオードと大容量のコ

ンデンサーにより充分平滑して供

給しています.

eSN7GTのカソード電圧は

150V程度まで上がるので　ヒー

ター･カソード間の電圧を,安全

な100V以内に収めるため, 65V

程度のヒーターバイアスをかすま
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300Bシングルパワーアンプ

し

ラ

す

ど

を

る

するものの, 50Hzから50kHzま

でば　係数が2.5程度で一定して

いて, 300Bの標準的な係数値を

示しています.

図9は高調波歪率特性です.初

段が5極管なので　歪みの打ち消

しはほとんど行われていません

が　それでもlW未満は1%以下

に収まっているので　これでよ

いと判断しました　なお, 100Hz

と10kHzも計測してみましたが

lkHzのラインにはI誼なってい

たのでIkHzのみの歪率カープ

を示してあります.

残脅ノイズは入力オープン時

I.2mV程度(L･R-chとも)でした

写真13-15は各周波数にお

ける方形波応答波形です. 100Hz

ではややサグが大きいと思います.

これは周波数特性で示したように,

20Hzでカットオフされる特性を

表しているものと思います,

10kHzでの応答波形はきれい

で　オーバーシュートはほとんど

わからない程度です.これは　高

域が素直に低下していることの現

れで116kHzにあるピークも特

性を悪化させるほどのものではな

いことを表しています.

写真16は負荷オープン時　写

真17は負荷に0.22〟Fの容量を

並列接続したもの,写真18は

0221jFのみを負荷したときの方

形波応答波形です.いずれの波形

もリンキングは少なく,安定した

動作ができていることを表してい

ます.

写真19は歪みの内容です. 1

kHzにおけるlW出力時に,歪率

計から出力された波形ですが　2

次歪みに3次以上の歪みか加わっ

ていると思われます.

試　聴

3008を使用したシングルパワ
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[図9]歪率特性

閣開国
形(L･ch, i-100Hz, pL

-80,出力1Vms,上

人九下:出力)

弼
[写真16]方形波応答波
形(L-ch, f-10kHz,負荷

オープン,上　入力,下.

出力)

形(L･ch, i- 1kHz, pL-

80,出力1V,ms,上●入力

下　出力)

弼
[写真17]方形波応答波
形(Lch, i-10kHz, 80

の抵拙こ0.22uFの容量

を並列接続.上入力,下

出力)

-アンプは　過去に何台か製作し

ましたが　その都度,破綻のない

無難な鳴り方をしてくれます.

本殿もその例に漏れず　刺激的

なところはなく.素直を音質だと

いえます.ジャズが好きな私には

もう少し元気のある,闊達な音の

出方が好みですか　細かいところ

まで充分表現してくれるので　汎

用アンプとしてば　充分満足でき

るアンプに仕上がりました

長時間悔いていでも.蕗き疲れ
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形(LchJ-10kHz, RL
-80,出力1V,ms,上

入力.下一出力)

弼
[写真18]方形波応答波
形(Lch, i-10kH乙負荷

は0.22uFのみ,上.入力,

下　出力)

圏
[写真19]出力1W時
の歪み波形(i-1 kHz,上.

入力中　出力,下　歪率

計からの出力)

しないアンプではないか.という

のが筆者の感想です.




