
MiNIWATTのロゴの入った

PL 83のオリジナル箱入りが

魅力に見えた

今月はフィリップス製の㌻PIN

MT管PL83でミニアンプを製作

した. PL83はヒ一夕電厘･電流が

15 V/0.3 Aでテレビの映像増幅管

として販売されていた. PL83の

6.3V球はEL83である.いすれも

日本では知られていない真空管だ

那, MINIWATT(フィリップスの受

信管の商標)のオリジナル箱入りが低

価格で流通していることに目をつけ

た. PL83の規格を次の通り.

Ef/If-15 V/0.3 A

Eb-250 V

Ec2-250V

Ec1--5.5V

Ib-36 mA

Ic2-5mA

Rk-150 a

FEB.　2004

RL-5 kn

P0-3.45W

(EL83は6 3V/0.71A)

多くの映陳増幅管はスクリーン･

グリッドの最大電圧が150Vに設

定されていて,音声出力管としては

使いにくいものがある.その点

PL 83は親臨表で見る限り,プレー

ト電厘-スクリーン･グリッド電圧

で音声出力管として使えるように思

えた.出力も3W強ということは古

典管の42や6F6並で　PL83は

バイアスが浅い高感蔓なのが魅力で

ある.

ごくシンプルな回路で出力管

としての苦味を吟味した

第1図は本機の全回路図である.

増幅段は6 AU 6の5極管使用であ

る. NFBは出力管のプレートから

戻し,出力トランスはNFBループ

の外に置いた.音の切れ味やスピー

ド感がこの方が勝っているように感

じたからである. NFBの抵抗は

240kで15.5dBだった. PL83は

高感度なので,アンプの裸ゲインが

ずっと大きい.

初段管のカソードだが, 510flを

アース側に入れる方法もある. 1月

号の6AQ5ではそうしていた.令

月は5100をカソード側に入れた.

出力トランスは小型の点を買って

橋本電気のH-507 Sを使用した.ミ

ニアンプ仕立てにはうってつけの製

品である. 1次インピーダンスが5

kと7kのユニバーサル型である.

1次許容電流は65mAである.先

月6AQ5シングルで使用したH-

20-7Uと同じくこのトランスも逆

相トランスなので2段増幅の時は,

2次側の0をスピーカのプラスに

4-8-160側をマイナスにつなぐそ

うしないと逆相アンプになる. 2次

側からNFBをかける場合も0か

ら戻す. 4-8-16 (一側をアースに落と

19



VIV2 6AU6　　　　　v3V4 PL83 (PhiiipS)

iN 15V 俵CB縋ｲ篥%r�lL一二YyL一一一｢一一二一一一一一一 1FL600V240klWWB=15.5dB 138V270V ▼ 25:::669V.06437ouv,.2j2*267:::276Vp雷.sihbm70:0 

諒 8:'if ~;描 lN 陶*�7儘ッ�%fﾉdﾈ�ﾃHvｨ榑�ﾊｨ耳7�7�<X･�ｶ�ｷ63#ゆ��
烹+薫き罵 >ミ 義一8 劍�8ｭ�4Ε｣ィﾓ��F���4綿�ｲ��3ﾓ��ｳ���с9�ｩ5��

/増幅系アース259V 劔唐ﾖ6��跏V�-b�

0 2A5V2A �280VS30A80H.耕odW28N 15H100A 剴3�ｶﾅr�8-channeiへ 

(V3V4) 剴#S�f綿,X示ﾒ�

02A 5V 6. 50V2A 剪�(Iフ接続) � 調�梯ﾒ�lらon 0.1A(AC) S39_A80H+釜釜+ 剴3�ｶﾅr�ｲ�

250V`~一g昌_ (二つC) 280V 

6.3V2A 'VIV2'Hd3%3 剴#&ﾆ｢�∨ 50V 電源アース 

嶋shimOt0　　47n X 2　　　　　　K

pT-100 1W Gl

〈第1図〉 PL83シングル(UL)･ミニワット

アンプ全回路図

橋本電気のPT-100型パワートラ

ンスを使用した. 5Vをシリーズ接

続にして15Vを得ている.

ショットキーバリア･ダイオード

は30A用の改良型S30A80H

を使用した.これは究極のものと言

っていい.2A用から始まって30A

に到達したが,高電圧用ではこれで

文句ないと思う.電源部の規模に較

べて整流素子が過剰性能になってい

るが,電流値が大きくなっていくご

とに音のリアリティが増していく.

平滑回路のチョークは15H50

mAのコイルが2組入ったもの?,

FEB　　2004

PL83ピン接続図

パラレル接続にして100mAに対

応した.チョークはコイルの巻始め

側をBプラスにしてある.逆にする

と音の切れ込みがアマクなる.

使いやすいWEの綿巻単線
ブソクワイア

このところ袋入りの6色ビニール

線でお茶を濁していたアンプ作りを

見かねた知人が, P&C (03-3366-

3515)にWEの単線のいいのが入っ

たと教えてくれた.以前のはエナメ

ル線の上に綿被覆だったのぞェナメ､

ル剥がしがやっかいだったが,今回

入荷したのはスズメッキ線に綿巻被

覆をほどこしたものである.本機に

は#20をヒ一夕回路に, #22を信号

回路に使った. 12Pの平板ラグに

CRを取り付けた.

シャーシはタカチのCH型

CH 7-33-17 (330Wx170 Dx70 H)

を使用した.くりかえすがミニアン

プに仕上げるつもりだったが小型と

はいえ本格的なトランスを搭載した

ために,このサイズになった.CH型

はエッジにRを取り入れて優美な

姿になっている.
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電気特性

最初NFB抵抗を5lkにしてい

た.組み上がって音を出すとかなり

ローゲインだった測定してみると

最大出力に要する入力が2Vに近

い. NFBが30dB以上になってい

た.単ループで30 dB以上が安定し

ているのはいいのだが,入力トラン

スを必要とするので, NFB抵抗を

大きくしていき240kにした. 15.5

dBになっていた. NFB量を増して

いくと音に透明感が増す.見通しの

いい音場が展開する.これは今まで

のアンプでは聴こえなかった音だ.

だが常識的なパワーアンプとしての

感度があるので, 15.5dBのNFB

にセットした.興味ある方は是チ摸

験してほしい.
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(1)雑音ひずみ率特性(第2図)

クリッピングの始まりが2.5W

で最大出力が3.5Wになった.

品名 佛餉B�メーカー数量僻 剪�

真空管 ��ﾃ�2� �"�アムト �985��
6AU6 ��2アムト 刄X 

電源トランス ��Bﾓ�����梅本電気 ����985��嬬"�

出力トランス 狽ﾓS�u2�楠本敏 �(6ﾘ4�6�6r��485���ーチョーク �2ﾓc�ﾓS�vﾂ�橋本堅気 岡谷電機l ���ノグチト �8�985�2�

コンデンサ i i ��紊wDﾂ�3�b��"�?�蕀?�佰ｸ����

100II′350V �6ｨ6�5�7��

llL′350V 倅�6�5�7��1 ��962��嬢1 

22′350V �6ｨ6�5�7��り �9�9$�� 

100lL/25V �6ｨ6�5�7��4退些 �--｣ スi 

抵抗 鼎u�ﾅr�理研RMG �"�Z土土_ 

2kl/2W 凉ﾘﾊE$ﾔ2�2 �4�8�6x8�985��

51001′2W 凉ﾘﾊE$ﾔ2�2 倅��8,h9(蓼ﾍﾈ��

｢ー~云元三重~~ 凉ﾘﾊE$ﾔr�4アムトランスi 

240kl/2W 凉ﾘﾊE$ﾔ2�2 �4�8�6x7H985��

2.2kl/2W 凉ﾘﾊE$ﾔr�2 �4�8�6x8�985��4�8�6x8�985��

30klW 凉ﾘﾊE$ﾔr�2 

15002W 凉ﾘﾊE$ﾔr�2 �4�8�6x8�985��

4.7kl/2W 凉ﾘﾊE$ﾔr�クーアムトフノス 

150020W 網�5ｨ8�986r��1 �4�8�6x8�985��

シャーシ ��タカチ ���アムトランス1 

スピーカ範子 �%��｢~ー｢〕言古【4 刄Aム �985��

ポリーム 免�ｲ���)��� 刄Aム卜フノス 

1510Ql′2W 240klW 剽搆､KML' 理研RMGi 侏闔ｩ)ｨ�宛ﾉ?�ﾋ��b�

/2W 凉ﾘﾊE$ﾔ6ﾃ"��4�8�6x7H985��

抵抗 �"�&ｶﾂ�%r�理研RMG �"�アムトランス 

30klW 凉ﾘﾊE$ﾔr�2 �4�8�6x8�985��

15002W 凉ﾘﾊE$ﾔr�2 �4�8�6x8�985��

4.7kl/2W 凉ﾘﾊE$ﾔrﾒ�ウ �4�8�6x8�985��

150020W 網�5ｨ8�986r��1アムトランス 

シャーシ ��タカチ1アムトランス1 

スピーカ範子 �%��｢~ー｢〕言古【4 刄Aムトランスi 

ボリューム スナップSW 柳�B���)��� 刄Aム卜フノス 

1回籠3挺点 �?ｩgｸ､ｩ¥(ｮﾓ�"��4�8�6x8�985��ｲ�

パワーSW 兢�ob�FLULsokul 刄Aム､瞳コ 

ソケット 盤Bブ�問��QQQ �"�アムトランス 
Mn9Pin) �����2 �4�8�6x8�985��

ヒューズホルダ ��サトー ���アムトランス 

ヒューズ ��綉��臆〇〇〇"■ ���アムトランス 

平ラグ板 ��%�� �"�アムトランス 
6P ��1 �4�8�6x8�985��

S30A80H ��e$��"��2 �4�8�6x8�985��

110Vネオン ��1 �4�8�6x8�985��

電涙コード ��綏ﾒ�ベルテン ���アムトランス 

配線材 从ｸｪｩWY+2�WE- ��

RCAコネクタ � 

● pL83シングル(UL) ･ミニアンプ･パーツ･リスト
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THDの成分は第2高調波で,第3

次高調波はその約10分の1の値で

ある.残留ノイズが2.1mVで少し

多めだった. NFB抵抗を5l kにし

た時は0.48mVだった. PL83は

ヒ一夕が15 Vなのでこの影響があ

るのかもしれない.ヒ一夕の片側ア

ースではなくハムバランサを入れる

ともっと下がるかもしれない.出力

トランスがNFBループに入って

いないのにこの低ひずみはトランス

の優秀性を証明している.

(2)周波数特性(第3図)

30Hzから30k Hzがマイナス

ldBであった.ここでも出力トラン

スの性能が印象づけられた.

(3)入･出力特性(第4図)

入力が0.2VでlWの出力にな

った.クリップ開始の2.5Wが

0.34Vである.高感度アンプであ

る.

フィリップスの音響機器に共

通した輝きのあるサウンド

その昔は真空管のメーカーによっ

て音が違うなどと誰も考えなかっ
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フィリップスの真空管で過去に一

番印象的だったのは大型直熱3極管

のMCl/60だった. 211系の真空

管だが色彩感と輝きが別格だと思っ

た.

フィリップス･ブランドであって

もオーディオ専用管ではない

PL83に色彩感や輝きを求めるの

は筋違いなのは十分承知だが,製作

する前にある種の期待感があった.

初段の6AU6にもMINIWATT

を敢えて使ったのもそのためであ

る.

PL83はまざれもないフィリッ

プスの音で鳴った.音の輪郭がくっ

きりとした中に,得も言えぬ輝かし

さある.分解能力清いシャープな音

場再現はアノード接地型整流が貢献

していると思う. 3Wという小出力

を感じさせない音量感もPL83の

特長だと感じた.先月号の6AQ5

シングルは正確な鳴り方を感じだ

が,どちらかと言うと,真面目では

めを外さない. PL 83は音には躍動

感があり楽しさが盗れている.

自宅の試聴ではB&WのSS25

をつないだ.比較のためにEL 84プ

ッシュプルや6BM8プッシュプ

ルを鳴らしてみた.この2台は整流

ベルリオーズ:幻想交響曲

ゲルギエフ/ウィーンPO

〈ユニバーサルUCCP IO78〉

回路をアノード接地型にしたもので

ある.どちらもSS25との不離がい

い. PL83シングルはスピーカの奥

深く音場が展開する.ゲルギエフ指

揮ウィーン･フィルのベルリオー

ズ:幻想交響曲(ユニバーサル

PHILIPS UCCP-1078)は2003年5

月のムジークフェライン大ホールで

のライブ録音だが,ライブ録音のハ

ンディを全く感じさせない.という

よりもスタジオ録音ではあまり感じ

られない演奏の熱気やノリカ灘し

ていると思った.小出力のシング

ル･アンプがあまり得意ではないオ

ーケストラがこれほどまでに豊かに

鳴るのには驚いた.

編集部での撮影の前に, ｢アムトラ

ンス｣のショールームに持ち込んで

ここで預かってもらっているWE-

594 Aを中Jmこしてスピーカで鳴ら

してみた.このシステムはNFBを

出力トランスの2次側からかけた近

代型アンプとは相性が悪く音が固く

なって聞きにくい.ところが本機で

は中低音があふれるような鳴り方だ

った. CDプレーヤはスチュ一夕

A730, 6000のT型アッテネ一夕

を通して本機に信号を送った. 594

Aシステムは大型タシガーバルブ

G83の電源にしてから明らかに鳴

り方のグレードが上がったように思

ラ.普段は91TypeのWE-300A

シングルで鳴らしているのだが',本

機の方が低音の量が多い.いくぶん

シマリに欠けるようだが,これはこ

れで｢般的にうける鳴り方だと思っ

た.ホリー･コールの｢テネシー･

ワルツ｣がなんとも魅力的に鳴った.

この種には間に合わなかったが

WE-755 Aを鳴らしてみたい. 755

Aは｢塾｣で,セレツションSL700

と一緒にリファレンス･スピーカと

して鳴らしている. 755Aが40,

594Aが16m,他が80なので本

磯につけたインピーダンス切替え

SWはヲ階に便利である.
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● OPTと出力端子.左側はスピーカ･インピーダンス切換え用SW
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