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いきなり大量の真空管を手に入れたが果たして使い物になるのか!?

アンプ製作のためにまずそれらの検証から始めることにした

トランクの中身は-

オークションで落札したトランクの中には　いわゆる

｢テレビ球(だま)｣と呼ばれる大量の真空管が詰まってい

ました(写真1)

想像するに,いわゆる｢三種の神器｣の時代に普及した

白黒テレビ　それから｢3C｣の時代のカラーテレビは

まだ真空管で構成されていたと思われます.当時の真空

管は寿命も短かったでしょうから.定期的に交換してい

たものと思います.このトランクはその"生き証人''な

のでしょうね.

収められていた真空管はほとんどが箱に入った状態で

したが　その半分以上がフイルムを開対されています.

テレビのサービスマンがお客さんのところで交換して抜

いてきた管を,取り出してテレビに納めてきた新品の代

わりに箱に入れて持ち帰って来たのだと想像します.徳

から自衛諭ヵ二に使おうと考えたのでしょうが

ですから手違いで　あるいは意図

的に箱に書かれた型名とは異なる

管が入っている可能性があります.

念のため一つ一つ開けて中を確認し

たところ,案の定10本程度は箱

と中身が異なるものがありました

カラ箱(I)も1個だけありました

また型名が読み取れないものも数

本あります.オークションの出品者

が少しでも高値で取引できるように

NOV　201 5

(写真1)宝の山か??それとも-

と思ったのか言写れを拭き取った際

に一緒に型名の印字まで消えてしま

ったのでしょう.

中にはひび割れてゲックーが白く

なっているものもあり,そうでなく

ても管壁が黒く変色しているものが

目立ちます.割れているなど明らか

に不良とわかるものは除いて,全部

で67種類･128本の管がありました

第1項 (数字) ��

籍2項 (文字) �6�顏r�

第3項 ��

(敏幸) ��

(第1表) RETMA tube Deslgnat10n
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型名から機能は判らないの?

しかし,どれがどんな機能の管な

のかさっぱりわかりません. 67種

類もあるといちいちデータシートを

6AW8A 倅�佻ﾈｼ豫r�

6BN8 ���?�ｼ倅�豫r�

6AB8 倅�佻ﾈｼ豫r�4ｨ5ﾈ�ｸ6�5(8(92��

18GV8 倅�佻ﾈｼ豫r�

5EA8 倅���ﾍﾈｼ豫r�

eD｣8 ������ｲ�5h�ｸ8ｸ6姥H*ｲ��

9A8 倅�佻ﾈｼ豫r�

lZJZ8 倅�佻ﾈｼ豫r�

5AN8 倅�佻ﾈｼ豫r�

6AN8 倅�佻ﾈｼ豫r�

6EA8 倅�佻ﾈｼ豫r�

eGH8 倅�佻ﾈｼ��"�

6KA8 倅�佻ﾈｼ豫r�

6∪8 倅�佻ﾈｼ豫r�

8B8 倅�佻ﾈｼ豫r�

9AQ8 ����豫r�5h�ｸ8ｸ6姥H*ｲ��

16A8 倅�佻ﾉzI�"�

(第2表)真空管一覧(抜粋)

調べていては手間がかかります.

せめて型名から何か読み取れない

か--と思い,真空管の型名に何か

規則はないのか調べてみました

Webで検索すると.英語版のWiki_

pe di aに米国式の真空管命名法力請羊

細に掲載されていたのです. (第1表)

これによると,末尾の数字が｢端

子の数｣を示しているとのこと.た

とえば三極管ならヒーターのほかに

3つの端子があるので｢4｣,傍熱五

極管(G3-K内部接続型)ならば4つの

端子があるので｢5｣となります.

前回の｢単管単段アンプ｣で使用し

た12AV7は｢双三極管｣ですから｢3

×2+l=7｣ということです.

〈第3表)三極五極管の一覧
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では｢8｣は?手に入れた真空管

の中で末尾が｢8｣のものが目立ちま

す.これらはいったい何?

今回の落札品では,末尾が｢8｣の

ものは全部で17種類ありました

気になったので抜粋して,カタログ

からそれぞれの機能を表にまとめて

みました(第2衷)

やけに｢三極五極管｣が多いのが目

に付きます.なるほど　三極管(=3)

と傍熱五極管(G3-K内部接続郵｣ ( =4)

宗詰;.'-1)を足プ助命

三極五極替って

どれだけあるの?

ここで私は,三極五極管というも

のがどれだけの品種があるのか興味

を拷b,調べてみました

RCAのカタログには同じピン配

置の管種をまとめたページがあっ

て,本文と見比べながら拾い上げて

いきます.

当初　同じ機能を持つ管ならばピ

ン配置もある程度は同じだろうと思

っていたのですがリストアップし

てみると何と12種類ものピン配置

がありました(第3表)

(但し9AEと9DC･9FAと9FXのよ

うに実質的に同じピン配置のものが何組か

ある)

多少特性が違ったとしてもピン配

置を統一しておけば差し替えなどが

出来たはず　こんなにバラバラにす

る必要がいったいどこにあったので

しょうか?

それにしても管程の多きにはびっ

くりします.それだけ便利な管だっ

たのだろうと想像します. (第4表)

そんな便利な管が　いま手元にた

くさんあります.ぜひこれらの管を

使ってアンプを作りたくなりました

ラ　ジオ技術
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(第1図)超三極管結合回路(電流ドライブ)

いよいよアンプの設計!

さて,真空管とトランスがそろっ

たところで　そろそろ回路の構想を

練らなくてはいけません.

前号でトランスの1次リアクタ

ンスが20Hzでは数100Q程度まで

落ちることを確認しましたから,駆

動するアンプの内部抵抗はせめて

lkQ以下にはしたいところ.回路の

工夫でみかけの内部抵抗を下げる必

要が出てきます

そんな折　へツドホンアンプを真

空管で製作されている方とお話をす

る機会を得ました　その方は　世の

中に多く出回っている｢プリ部に真

空管を使用し,パワー部をトランジ

スタまたはICアンプで構成するア

ンプ(いわゆる｢YAHA｣)ではなく,パ

ワー部も真空管で構成するものを製

作していました

お話を伺ったところ, ｢超三結｣と

いう回路を使用しているという事で

した

｢起三結｣って,いったい何?

調べてみると,今からおよそ25

年前の1991年5月に｢MJ無線と実

験｣ (誠文堂新光社)において発表され

た｢趨三極管結合回路｣のことだとい
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〈第2図)試作した起三結アンプ　　　-一/

うことが判りました

開発者の上条氏(故人)のホーム一

ページにもこの回路は掲載されてい

ます.現在もご遺族の方によって保

守されていて,閲覧できるようにな

っています. (第1図)

(｢進イ抽~るパワーアンプ｣ http : //www.

neJ P/asahi/evo/mp/)

電匡増幅用三極管と電力増幅用五

極管を組み合わせた回路で『実在の

3極管を越えた特軸を持つので｢超

三極管結合｣というのだそう. 『内部

抵抗が極めて低くなる』とのことで

今回の｢お手軽トランス｣と組み合わ

せるにはうってつけの回路です.

また,第1作目の回路は奇しくも

『廃品のTVから抜いた』とされる

16A8で作られていました同じ｢テ

レビ球｣.まさにもってこいです.

超三結回路についての説明は上記

Webサイトや掲載誌に譲って,最

初に作る｢試作アンプ｣の設計をして

みます.

上条氏の発表された回路は少々難

解でしたので　今回は知人が使って

いた簡易型(?)の回路をお借りする

ことにしました　ただ　自分なりに

少しアレンジを加えてあります. (第

2図)

まず　使う管種は小さな6U8を

使うことにしました　はじめからい

きなり大きな管にするのは少し恐か

っだからです.

使うトランスは当初T600の

7kQを使う予定でしたが　たまたま

買いに行った日に売り切れていたた

め.やむなく12kQに変更しました_

次に,肝心の五極部プレートバイ

アス電流ですが12kQの製品の許

容直流重畳電流は測定していません

でしたので　単純に巻数が増えてい

るだけと想定して10mA程度まで

なら大丈夫だろうと予想しました

この条件で五極部のVp-Ip特性図に

12kQのロードラインを引いてみる

ど, 6U8の五極部許容プレート損

失の3Wを使いきれていませんが

プレート電圧180V,プレート電流

8.5mAがちょうど良いのではない

かと思いました(第3回結果として,

トランスは7kQよりも12kQのほ

うがぴったりだったようです.この

とS.五極部プレート電圧はフルス

イングで90-270Vの範囲で振れ

ることになります.

三極部のプレートバイアス電流で

ラ　ジオ技術
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すが　この電流はアンプとして動作

するとき五極部のプレート電流とは

位相力逆になります.つまり五極部

の負荷になってしまうため,あまり

多くすると五極部のロードラインに

影響が出ますから,五極部プレート

バイアス電流のおおよそ10分の1,

約1mAで動作させることにします.

三極部のVp-Ip常陸図でVp=O

VのときにIp-OmA, Vp-180V

のときにID-lmAとなるようロー

ドラインを引くと, Vgニー8Vの

曲線にIp =約1.2mAで交差しま

すのでRdは8二1.2=6.8kQとし

ました　なお,三極部のプレート電

圧は,五極部のプレート電圧とニア

リーイコールです

(実際には五極部ダ)ッド電圧分だけ商い

が　ここでは無視する)から,こちらも

90-270Vまで振れます.このとき,

三極部グリッド電圧はおおよそ-4

一一10Vの範囲で触れることになり

ます. (第4図)
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(写真2)ソケットに直接組んだ回路

次は入力にあるトランジスタのエ

ミッタ抵抗REを決めます.この抵

抗はRdと三極部の増幅率とからん

で　アンプのゲインを決めるもので

すから.抵抗値を決めるには入力レ

ベルを規定しなくてはいけません.

とりあえず入力を0.2mVrms (=0.5

Vp-p)を想定して, Rdで6Vp-pの

電圧振幅を得るためにREを6800

÷ (6-0.5) ≡ 560Qとしました･.

五極部のカソードバイアス電圧は

20Vを確保するようにしました.こ

の電圧がトランジスタのコレクタ電

圧にも影響するからです.ス?リー

ングリッド電流が約3mA流れると

想定し,カソード電流を11.5mA

で計算すると抵抗は約1.8k〔=こな

りました　このカソードバイアス電

圧を分圧してトランジスタのベース

にかけると直流的な負帰還がかか

り,バイアス電圧が安定します.可

変抵抗でこの分圧比を調整すればバ

イアス電圧も変化します.ちなみに

知人の回路や他の作例ではエミッ

タ抵抗を可変としています.

試作なので　いちいちラグ板など

を使わずにソケットに直接組みつけ

てしまいました(写真2)

み許諾霊発話
大してしばらく経づと･･･

｢ボボボボボボボボボポ! ｣

スピーカーから,ハム音よりもは

るかに低い,酷く歪んだ超抵音力溌

せられたのです.　　　(続く)

も

●お詫びと訂正

前号の記事の中で｢春日無線電機｣

とあるのは｢春日無線麹重器｣の間違

いでした.
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