
にはなれないでしょう.

電源ユニットにはもっと汗を流し

ました.持ち上げるのが苦しい電源

トランスを, 1mm厚のアルミ板

一一十擬の筋肉力潮くなった私が自分

でカ旺できるのはこれしかない一一

で支えんものと,裏にも表にもL型

金具をがっちり装着し,この金具に

も化粧しました.

電源のシャーシ前面には黒い蛇が

踊っています(絵筆の稚拙さゆえ,の

たっているとしか見えないでしょうけ

れど).なんでも蛇と力縄とかの紋様

スクリーン.ブし-スト電源つき,出力25W 

36LW62パラ0TLアンプの 

製作藤井秀夫 

管
球OTLアンプの連作第2弾

です.電流出力という名分の

煽りは勢い強く,今月は物量を投入

してパワーを3倍に増強します.

出力管は受信管の中で最大級の

36LW6という水平偏向ビーム管

です.プレート損失が40Wスクリ

ーン損失が7Wある, USオクタ

ル･ベースのプレート･トップ球で

す. 6GB8などに似た,管球フアン

にはなじみ深い,女性には好まれそ

うでない真空管最盛期の機能的な姿

をしています. 2パラで最大出力

25-30 Wを目指します.

規模は大きいながら,簡潔でわか

りやすいという精神に立って,これ

まで製作した管球OTLアンプの1

つの完成版というべきものを目論み

ます.今日のオーディオ･フアンに

抵抗感がないよう,電源トランスつ

きにしました.
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いちばんに吹聴しておきたいの

は,大いに苦労した末の配置と色彩

デザインです.なにしろステレオで

300Vが2Aも流れる球アンプで

電源トランスつきとなれば無骨な

電材の林立する,エレガントな家人

に好まれないどころか,ひそかに大

型ゴミとして処分されかねない姿に

なります.これを美貌の役者にしよ

うと奮闘したのです.

球配列は放熱と外観とを熟考した

快心のものです.黒はかまの球の並

ぶ光景に合わせて,シャーシはやや

こわもて風に黒と赤との2トーンに

塗り分け,スプレーでなく筆で塗っ

て味を出しました.電解コンデンサ

の色にまでこって,真申の2本には

みずから赤に着色し,取り付け金具

と小さなトランスには緑のアクセン

ト色を塗っています.これなら威厳

も華美もあって,黙って破棄する気

は,魔物を追い払うまじないとして

石器時代からの数千年の伝統がある

そうで,多国の土地や村や人命を収

奪しようなどという,いま中東を襲

っている十字南国なんぞの現代版の

魔にも,球の熱と合わせて,いくぱ

くかの呪いを発してくれるかも知れ

ません.

･ * LW6のOTLアンプは初

めてでなく,完全平衡型で第2グリ

ッド･ドライブのものを26LW6

で作ったことがあります('95年7月

早, '00年11月号で改造)この26

LW6がいまでは品薄になったせい

か,かなり高価です. 36LW6が10

年前とほぼ変わらない価格で入手で

きます.多分, 2本直列だと100V

にはるかに届かず, 3本直列だと

100Vを越えてしまうという,中途

半端なヒ一夕電圧のせいでしょう.

しかし先月号で24JE6Ax 4+
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(α)電源ユニット(詳細回路)
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OTLアンプの製作記にくわしく説

明しました.

もともとACIOOVから直接整

流する電圧の低い電源トランスレ

ス･アンプのために績み出したハン

グリー精神からの出力増強策なので

すが,なみなみと電圧を供給できる

電源トランスつきにでも有用なこと

は,純3極管6C33COTLアンプ

の頬がほてるような放熱/出力比か

ら痛感します(この放熱を度外視して

も作りたくなる外観と対極的な音質上

の個性が6C33Cにはあるようです

那).

ブーストは80Vが上限でしょ

ラ. 36LW6はG2の耐圧が250V

もあってどんどん出力を引出せそう

ですが,カソード電流値400mAと

いう制限があります.音楽ピーク時
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E+bB80V 3%.3wBD6.2パラ

OLTアンプの電

源部.左は出力管
E｡2のブース下部

OV

の定格オーバーを無配すると勝手に

決めても, 500mAに近くなると,

カソード金属に遊んでいる電子がい

うことを聞いてくれません.

自由といえば世には無茶苦茶な
``自由主義''があることを21世紀に

なって知りました.星条旗の横の大

演説. ``自由"という美しい言葉が何

度も語られるのですが,この高らか

な自由,他人には禁止するものなん

ですね.自国民のものでさえなくて,

ただ特殊財団の金銭利益と武力行使

にだけ与える自由であって,他人に

は自分同様に武器を持つことはもち

ろんのこと,国をつくること,土地

を持つこと,技術や文化を青くむこ

ど,働くこと,はては生きることさ

えも禁止するんだと,演説を聞いて

悟りました.

"ああそうなのか''と思いましたが

(わかっていても体が冷えます),こん

な言葉の用法があるのかと,ほとほ

と感心します.

2.部品選択と増幅回路の

設計

初,喘ぎ最初に作るアンプが管球

OTLであってもよい,と昔に書い

たことがありますが,アナログ素子

をハングづけする人口が1/loo注

(もしかして/1000?)に減った現実の

中?,さすがにいま同じことをいう

元気はありません.

でも, 2台目のアンプに管球

OTLを作ってはどうかと本気で勧

めるのにちゅうちょはしません.た

だし"作ってみたいが難しいのでは

ないか''と腰が引けているかたに対

してであって,電力効率など諸事情

を全般的に考慮すると(一般オーディ

オ用出力管がかえって豊富になってい

ることもあり), 3台目くらいに引っ

込んでしまいそうです.

それにしても,初心のかたが2台

目に作っても大丈夫なように,ここ

に作るOTLアンプは,新幹線に乗

って秋葉原に出張しなくても手に入

る部品を使い,安全で簡明簡潔な

回路を心掛けます.

(1) 500VAの汎用絶縁トランス

を使う

｢股電気部品店で入手できるトラ

ンスをB電源用に使うのは,先月の

22KV6Aアンプと同じです. 1次

2次側とも100:110Vタップのあ

る等圧絶縁トランスか, 1次側100/

110V, 2次側200/220Vの昇圧ト

ランスが使えます.私は等圧トラン

スを使ってACllOVタップから

の倍圧整流でDC280Vをつくり

ました.昇圧トランスなら,220Vブ

リッジ整流することになります(後

者を使った場合,前段用のB電源とバ

ラ　ジ　オ技術



左下1 左上1左下2

(第6図〉

本機のヒ-

タ配線には
OV　　　　　特に注意が

必要

〈第5図) 200Vトランスから-電源をとる方法

びを出したカソードは平然としてい

ます.この弱点と被害の関係,営利

企業式経済活動と生産者との関係の

ようなものですね.あるいはグロー

バル資本と地域産業との関係?

(3)増幅部電源は各自工夫

第3図のとおり,増幅投のB電源

考AC llOVからの倍圧整流(グラ

ウンドから見れば3倍圧)でつくりま

した. PK分割段に負電源を利用す

るなら,電圧高としては上側出力管

のG2用ブースト電源(約350V)か

ら引っ張っても十分なところです.

でも,このラインは出力に応じてず

いぶん変動するので大きなデカッ

プリング･コンデンサをつける必要

があります.100: 200の昇圧トラン

スを使った場合は,僧正整流では電

圧力滴すぎるので,ぜひG2電源を

使うべきです.

それなら,バイアス用負電源はど

うしたらよいでしょう. 2次側に

AC200Vタップと240Vタップ

があれば第5図の方法で約75V

を得ることができます. 75Vあれ

ば,途中での電圧降下を極力避ける

ことによって, PK分割回路の負電

源として働けるでしょう.

(4)ヒ一夕は3本2系列を1次

側ACllOVに,あと1系列に工夫

36LW6の中途半端なヒ一夕電

圧を,電源トランス1次側の110V

タップを使ってぴったりに変えるこ

とはすでに説明しました.ここで直

列につなぐ球の几酷寒が大切です.カ

ソードに正電位のかかる上側の管
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を,交流では低圧側に回してやらな

ければなりません.第6図のとおり,

まず上側出力管1本と下側2本とを

直列に結び, 505Wを加えて1次

側110Vタップにつなぎます.上側

管を真ん中に配します.これがステ

レオ左右ごと2系列です.

残った左右1本づつの上偵曙の間

に6AQ8の2本をはさみ,両端に

16m20Wの抵抗を加えて,こちら

は110Vでなく, 100V交流線に直

接つなぎます(6AQ8には5%の分流

抵抗を並列). 6AQ8の真申を100

kQの抵抗と0.1LLFのコンデンサ

とでシャーシに落とせば,電灯線コ

ンセントの極性にかかわらずヒ一

夕･ハムを消せます.

22KV6Aアンプでは負電圧が

カソードにかかる下側管の保護のた

めに,ヒ一夕へ負バイアスを加えま

した.本アンプでは上側管に正電圧

がかかるわけですが,正電圧そのも

のは危険ではありません.ただし交

流も含めてヒ一夕･カソード間耐圧

200Vという規格があります.ぎり

ぎりではありますが,上のとおり上

側管の配置に注意することによっ

て,バイアスなしでも規格内に収め

られます.ただしバイアスを掛けて

も不都合はないの?,安全に念を入

れるに越したことはありません.そ

の場合,人体への作用に配慮して,

20-30V (対シャーシ･ヒ一夕側プラ

ス)ほどに控えた100kQの抵抗と

0.1llFのコンデンサを介すること

お忘れなく.

(5)大容量電解コンデンサの入

手法

大阪方面の特別に気楽な事晴に甘

えて,大事なことを善くのが遅れて

しまいました.高圧の大容量電解コ

ンデンサはジャンク屋を巡って探さ

ないと,なかなか手に入りません.

大阪日本橋には400Vの8,000ILF

などというどでかいもの(1,500円)

さえ棚に山積みしている店があり

(恵比須町の北,大通りの西側),私はこ

れをエージングして使っています.

鰭::～/; 艶遼＼畷巌蕊態臨 劔��
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● 1 kVAの電源を支えるのに木のプロッタを使った
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〈第7図〉 36LW6　2パラOTLアンプの回路図. 80で25Wの出力

エージングは最初数10 Vの低圧

で次いで定格よりやや低めの電圧

で,それぞれまる1日ほどやるのが

基本だそうです.あとのをはしょる

ど,使用開始直後に漏れ電流が流れ

るとがありますが,よほどのことが

ない限り,使っているうちに修復し

ます.でも,好ましいことではない

でしょう.

東京でも秋葉原のはずれ(国際なん

とかというビル)にそんな店を見かけ

ましたし,名古屋にも多分あるでし

ょうが,それ以外の地方では難しい

かも知れません.

-3. 36LW6ブースト3縞に

よるOTLアンプの製作

金星がどんどん高く昇って来て,

寒波に震える夜道をなごませてくれ

ます.

2年前から往復80分の自転車通

勤をしており,時折気分転換のため

に走る道を変えるのですが,滅多に

なくなったとはいえ,昔ながらの家

並が道路をはさんでいる場所にも出

会います.そんなところで小路に迷

って,進んでいるんだか戻っている

んだかわからなくなるとき-月な

APR.　2004

んかの様子もあって一一一一ふいに時間

の穴に落ち込むことがあります.千

供の日に見えていた相貌で町並が見

えるのです. 10年前,個人的に真空

管熟が再燃したころ,真空ガラス管

の内にも見えたものですが,寂しい

ことに, 10年も製作を続けるうちに

薄れてきました.

あらゆる人がおのおのの探究や追

求や創作にいそしんでいる衝なので

す.収益のための決まりきった作業

に人が使役される社会のことをまだ

知らない,目に映る街並です.

この街のイメージ,私の深層心理

に根強いようで,地震で÷変した工

場の街,神戸･長田かいわいを彿個

すると,かつてそんなところがあっ

たような気がします.記憶をたどっ

てときどき憩った工場横の海を見よ

うとすると,高さ5mはあろうかと

いう延々と続くコンクリート壁が視

界をさえぎっていました(この程度の

悪意のない壁でさえ,目前にすると心の

中に硬い刃を差し入れられた気持ちに

なるのですから,はるか祖先からの住居

地に巨大な悪意の長大な壁を築かれた

パレスチナ人はどんな気持ちでしょ

ラ.)

30年前は小工場が密集し,民家の

軒下にまで工作機械が据えられてい

たこの街も,しかし実際は日銭のた

めに酷使される労鋤の場であったわ

けです.

子供の日に見えた街は無知の夢想

だと思っていたところ,最近世界各

地の先臣民族の生活誌に触れて,堤

実にありうる世界だし,現に数千年

間あり続けた(植民者が来るまで)也

界だと知りました.大地の機嫌がよ

ければ1日3-4時間で終えられる

狩猟･採集の余暇に,女は謳杏と研

究,男は探究と追求にいそしむので

す.各自の特技に応じて,全員が,

それぞれの想いにまかせて独立･自

由に.

2000年前からメンデルの法則を

知っていたのは,農栽培(耕はない)

を始めた女性の方らしい(コペルニク

スもそうですが,カトリック教の僧侶は

異民族の文化的業績に触れる機会が多

いのです).男は観察眼を磨いて自然

の恵みを探究するばかりか,その恩

義と真意を知ろうとする.学者や僧

侶ではなく,誰もにとって,人生は

家族や同胞のためと同時に探究のた

めにあるのです.
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う平衡調整します. VR82の回転で

たいがいI｡｡が増えるので,もう一

度同じことを繰り返し,最終的に

I｡｡を120mAに定めます.

とはいえ, 36LW6のばらつきは

大きく,パラレルの1球が90mA

もう1球が150mAということも

ありえます.プレート損失への配慮

さえ行き届いておれば,これはそれ

ほど悪いことではありません.私は

わざわざ2パラPPのI｡｡を大きく

ずらすシフト･クロスを試みたくら

いです.平均120 mAであればよし

としましょう.

調整後のGlバイアス電圧は-45

0一一55 Vの範囲でした.

これで無信号時プレート損失が1

球あたり平均17Wになります.ら

っと減らしたいところですが, 120

mA流しても出力が5Wを超える

あたりから3角波を呈します.25W

を10%以内のひずみ率に抑えるに

は,どうしてもこれだけ要ります.

スクリーン･グリッド電流は19

-20 mAでした.電圧はバランス調

整の加減で210-225 Vの範囲を動

く可能性がありますが,最大で見積

もっても損失は4.5Wです.

(4)電気的特性

前もってlW以上のひずみ率の

話をしないと断わり書きを入れてい

るので,特性図だけ掲げておきます.

第8図のとおりです. 28Wまでク

リップしないのですが,無帰還時代

といっても,ひずみ率10%以上を定

格出力に含ませる習慣はないような

ので,最大出力は25Wになります.

同じ完全無帰還でも, 40 KG 6 Aア

ンプや30KD6Aアンプより非線

形の度合が大きいようです.

フィルタつき電瀕がよく効き,無

信号時の残留出力ノイズは1.0

mVrmsに留まりました.

周波数常陸は,高音が秀れている

APR　2004

ことなどわかり切っているので　出

力カップリング･コンデンサ3901jF

の容量が十分であることを示すた

め,低音常陸だけ第9図に掲げてお

きます.増幅部段間時定数もほぼ同

じf値を採っている(NFBアンプで

はけしからんやりかた)ので, 10Hz

から急激に下がっています.

出力インピーダンスは予想より小

さく,約900でした.それでもダン

ピング係数は1/10より小さく,電

流出力アンプを自認できます.

最大出力時の直流プレート電流は

球あたり0.4-0.45Aでした.電圧

が130Vほどまで下がるのでプレ

ート損失は46-53W定格からの

超過は20%ほどに留まっています.

スクリーン電流の増加は少なく,

最大時24-27 mAでした.電圧が

210 V以下に下がるので,たかだか

5.7Wの損失です.規格の7Wに

ゆとりを残しています. 36LW6ほ

どの球になると, OTLアンプとい

えども,予備球の心酉己をあまりしな

くてもよさそうです.

最後に電源ON/OFF時の出力

の衝撃がないか,確かめます.まっ

たくありません.

4.ますますわからない音質

のからくり-管種の影

響はやはり大きい?

実のところ,以前にほぼ同様の回

路で作った30KD6の3結OTL

アンプに較べて,あれっと思うほど

の音質の違いは期待していなかった

のですが,ターンテーブルを回して

みて,出だしから歯切れのよさに気

づきました.分解能は球OTLの中

でいちばんではないでしょうか.

おっと,まず雑音のことをいって

おかないといけません. 1m前方で

電源投入に気づきません.いや深夜

には電源トランスのかすかなうなり

の方が聴こえます.

音質の方,歯切れがよいだけで青

んでいられません.実は当初6 AQ8

のヒ一夕適合に思い当たらず, 6

AN 8を使って初段5極管増幅で運

転したのですが,歯切れのよさに高

音の活気が重なると,華はあっても

ヴァイオリンの甘美さが失せます.

それで6AQ8による全3極管アン

プに仕上げたのですが,高音がやわ

らぐと,やや繊細味のある歯切れよ

さに変わって,体に迫る愛らしさと

か妖艶さとが足りません.狙いが第

3の方向へそれてゆく感じです.

つまり情緒･官能の表現は不得手

です.近代自然派絵画のようは情景

表現は達者です.ピアノもタッチの

鋭い音で繊細さもありますが,豊か

な響きでは40KG6AのOTLに

譲るようです.

うろたえたというか,製作者とし

て安心したというか,抵抗器を変え

たりコンデンサをいじったりして

ら,よいも悪いも,この歯切れよい

という基調は一貫していました.

こんな音質の特徴が何に由来する

のかこれから腰を据えて探り,どう

すれ〉甜美と艶が付け加わるのか,

方法または態度を見つけたいと思い

ます.なんだか美容師のようなせり

ふですが,実態こそが美しいという

ことを大前提にしていっているの

で　ご容赦ください.

いまあともう1台, 6C33Cの

SEPP OTLアンプの慣らし運転に

入っています. 36LW6と同様に,

出力カ㌻上がって来ると,はなばなし

いほどのひずみを出すようです.い

じりすぎて音質を害さない範囲で

このひずみを何とか低減できないか

思案中です.練達の諸士が製作･発

表された管によるOTLアンプであ

りますが, 1つか2つくらいは参考

になる話題を提供できるでしょう.
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