
電源トランスレスで軽量化とコストダウンを実現

6082 0TL-PTLステレオバワ-アンプ

加鋼鉄平　KADOU Teppei

はじめに

ことの始まりは,ローコストに

OTLアンプが作れないものかと

いう実験でした.結果はそれなり

の苦労はしました7,3',一応成功し

ました.

ローコストOTL計画の骨子は

以下の3点です.

･安価を出力管を入手できるか.

･電源トランスを省略して部品代

を節約できるか.

･ローコスト化して性能は維持で

きるか.

安価な出力管

OTL用の出力管には水平偏向

用ビーム管と,電圧制御用の3極

管がありますが　眼目は1本当た

りのプレート損失と価格です.

代表的な水平偏向管の26HU5

はプレート損失33Wで2500円か

ら4000円程度.電圧制御用3極管

のeAS7G/6080/6082は1本の

2ユニット合計が26Wで　価格

は600円から1000円程度です.
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回路の複雑さなどから, OTLアンプには独特の製

作テクニックを必要とするが　その透明感のある音

は捨てがたい. OTLアンプをさらに電源トランス

レス(PTL)にすることで音質に大きな影響を

与える鉄心をアンプ内から一掃するとともに,大幅

な軽量化とコストダウンを図った.出力管の選別法,

PTL化によって起こるハム打ち消しなどの手法を解

説,ステレオ使用で24W (8n),モノーラルに改造

すれ偶OWを超える出力が得られる.

アンプの規模としては20W/8

a/chは欲しいですから,どちら

を採用しても4本/chとなり,ス

テレオアンプだと8本という構成

になります.

26HU5だと,単価を仮に3000

円とすると8本で24000円です.

eAS7C/6080/6082の場合は,

単価を1000円とすると8000円で,

約1/3で済みます.これは6080

系に軍配が上がります.

そこで　ヒーター電力の関係か

ら同等管の26.5V管6082を探し

て50本入手しました. 4本直列で

106Vですが100V使用で問題に

なることはありません.

電源トランスの省略

昔はトランスレスのラジオがあ

り,アンプとしては図1の｢マコ

フスキーのOTL｣があります.

このアンプは6082× 3/chです

から, 160のスピーカーで多分10

W程度という規模でしょう.

このアンプの特徴は, AC電源

電圧が117Vの米国なのでB電圧

を+140V/-140Vで設計してい

て,なんとか出力管を動作させる

ようになっている点です.これで

トランスレスのパワーアンプが実

現できることが証明されたわけで

す.

ただし,日本のように100Vの

電源で実行するにはどうすればよ

いかが工夫を求められるところで

す.それもまあ,なんとかなるだ

ろうということで,シャシーの設

計をして発注しました.

これまでも6082を使ったこと

はありますが,か､ていは電圧増

幅段のヒーター用トランスを付け,

ついでに30VほどB電圧をアップ

する巻線(単巻接続)を付けまし

た753',今回はそれも全部やめて,

完全に｢鉄心レス｣とすることに

しました.

出力菅の選別

6082のような双3極管を使用

する場合,各ユニットごとにバイ

アスを調整することは部品点数が

多くなって実用的ではありません.
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まして, SEPPの上下各2本ずつ

となると合計8ユニットですが

せいぜい上側に1個,下側に1個

程度の電流調整箇所を設置する程

度でしょう.そこから,どうして

も両ユニットの電流の揃った出力

管力激しくなります.そこで　50

本の中から揃ったものを選別して

使用することにしました,

(1)選別とランク付け

選別に使った治具の回路は図2

です.プレート電圧を90V前後,

バイアスは40V前後とします.電

流はスイッチで切り換えて,カソ

ード/アース間で直に測ります.

電流計は50mA程度のもので　テ

スターで充分です.
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表1は50本のデータです. 19/

18とあれば　多いほうが19mAで,

少ないほうが18mAということで

す.こうして測ってから｢小さい

方は大きい方の何%か｣を計算し

て,整合度のランク付けをし,分

別します.同時に,電流の合計値

を出して,仮に番号がOlの球なら

(塊_9mA/18mAですから,

18/19-0.94 (Aランク)

18mA+ 19mA-37mA

となり,総合ランクはA30mAと

なります.

(2)ペア取り

次は,表1の中からペアを組み

ます. SEPPが上側2本,下側2

本とすると,ヒーターは直列で

0050mA

[図2] 6082チェック用治具

100Vから直接取ることができて

具合がいいというのが, 4本/ch

とする一つの理由ですが, 2本と

いうと4ユニットです.これが同

一バイアスで動いてほしいという

のかペア取りの理由です.

具体的には表1から｢同一ラン
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電流測定用ジャンパ

ハム打ち消し月毎圧chlより

As°

酸化金属皮膜
1 3型(巻線型)

率が悪化することですが　実際に

80負荷の歪率データと16m負荷

のそれを比べてみると,逆になっ

ていることがたかります.その理

由は,負荷が160と軽くなると,

それによる歪率低減の方が　平衡

くずれによる歪率悪化より効果的

であるためです. V2の負荷抵抗

がVRになっているのは,ここを

調整して,平衡をとるためです.

ここの共通カソードに入れる結

合用抵抗(本回路では7044を使

用していますが)には普通20km

前後の抵抗器を使用するのですか

ここを本回路のように電子管を使

用すると音の分解能が向上するの

です.

同様に分解能の向上に寄与して

いるのか　初段,ドライブ段の

SRPP回路です.このSRPP増幅

段のメリットは多くの人によって

認められていますbs',プレート負

荷抵抗などの代わりに,電子管を

負荷とするときは,抵抗による音

のボケが大幅に減少するようで
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6082　上側の2本はペア取り品
6082　下側の2本はペア取り品

結局,本機では高抵抗は使ってい

ません.その効果は音を聴いて納

得してもらうしかありませんが
一度使ってみると,高抵抗がいか

に音を鈍らせているかよくわかり

ます.

ここまではBPN回路の不採用

を除いて,これまでに発表した回

路と大体同じです.違っているの

は,電圧増幅段の合計8本のヒー

ターをどうやって点火するかです

以下,図4の電源回路図の｢④ヒ

ーター回路｣を見てください.

ドライブ段の3本は,本当は

5687を使いたかったのですか

8本を直列にして100Vで点火す

ると,ヒーター/カソード間耐圧

力淀格を越えそうなのです.特に

ドライバーのSRPPの上側が危険

です.ヒーター/カソード間耐圧

の高い双3極管としては12DH7

がありますが　ここでは7044を

使うことにしました.耐圧は200

Vありますから,まずは大丈夫で

しょう(後述).

[図3] 6082 0TL-PTLアンプの増幅回路

初段の1 2AT7は所腔が90Vです

から,両チャンネルの2本をアー

ス側の近くに置きます.なお,

12AT7は12.6V/0.15Aなので

7044の12.6V/0 45Aに合わせる

べく, 0 3A分だけ420/5Wの抵

抗に分流させます.ここにはセメ

ント抵抗200/3Wと220/3Wで

分流してあります.

ここの注意事項として,トラン

スレス特有の問題が一つあります

それはヒーターのウォームアップ

タイムが同一でない場合,一部の

真空管に大きなヒーター電圧がか

かることで　現に本機では電源投

入時に,初段の12AT7に0.5秒ほ

ど大きな電圧がかかり,ヒーター

が瞬間ではあっても明るく輝きま

す.松下のものが特に明るく,さ

すがにRCA製に交換しました.

この点はメーカーによって異なり

ます.

なお,真空管のマニュアルブッ

クを見ると, 12.6V管で許容範囲

は18Vとなっています.本機の場

733
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⑤電源極性判別回路

[図4] 6082 0TL-PTLアンプの電源回路

令,実測で20Vあって,もし気に

なるときは,ドライブ管と同じ

7044を使うことをお薦めします.

これだと増幅率〟も21ありますか

らゲインもそこそこ得られ　かつ,

分流抵抗の必要もありません.

734

∴ 韮�ｲ������B�+ ∴ �+ lOOko lW lOOkn ーW 
D + 0 D ��+ 02 

入力へ一関+ G 

二∴,.∴ 剩��ｳ#C��t87r�

02 1800'.F250Vx2

②増幅段用B電源

V4　　　V4　　　V2　　　Ve

oov7044704470447044 

6.2VA.,.2VA1,.2V.31,.2VA2:7W..vv22,,.Vi浩擢ch2 

CiC= 剪�#��##�,ﾘｦS5r��,ﾂ�"ｳ##eh.h.��

i - ��

AC 6V 47kn 刪ﾛ新220ko2W923:48Dv+ 劔剪ﾟ 
+ ��偖ﾈ自�y?�(耳耳耳���ﾈ����(耳耳爾ﾈ自?��5�6ｷ&ﾄ2�汀Es#��ｴ��霾鳴�r�∴ 1615ko ※l/4W 

i/4W 劔劔C euG 
十〇1- lF350V 

2SK30A※200kn T/4W 680｡C 1/4W ��fﾃb綏ｶ����r�"ｲ�t��4.7LLF 350V の 
lkn ��

3W以上の抵抗はセメント型
2W以下の抵抗は酸化金属皮膜
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(サーメット)
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真空管ピン接続

出力管のSEPPは+Bに倍電圧

整流の240V (実測226V)を,-

Bに120V (実測116V)を供給し

て合計360Vで動作させます.上

下に分けると180Vで　その中問

から出力を取り出しますから,そ

のポイントは+60Vになります.

①無信号時　　3 5A

②片ch量大出力53A

(D両ch最大出力68A

したがって,スピーカーには出

力コンデンサーを通して出力しま

すが',これでスピーカーに直流が

流れる心配はありません. OTL

では電源チ閉…地方式として直流電

流を流さないようにするのか一般

的ですがトランスレスでは必ず

MJ
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[図12]出力-歪率柳生(80負荷片チャンネル)
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[図13]両チャンネル動作時の歪率矧生

解能のよさ,堂々たる低音の押し

出し,鮮やかさと華やかS,言う

ことなし.というのは製作者の自

画自賛です753,小生もまんざら素

人ではありませんから,それなり

[図14]負荷による歪　　の確信の上での自己評です.

意)o'変化(片チャンネ　この音質は調整が可能でスピ
ーカーによっては,もう少し華や

かさを抑えたいということがある

かも知れません.その時はNFB
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[図15]チャンネルセパレーション周波数特性(L-R)

･ lW出力に必要な入力電圧/

0.18V

･ 24W出力に必要な入力電圧/

0.88V

⑨残留雑音

残皆雑音は,

〟 chl/0 28mV(A)1.2mV (補正

なし)

･ ch2/0.36mV(A)1.3mV (補正

なし)

となっていました.これは耳には

聞こえないレベルです.

742

⑯消費電流

100Vの消費電流です.

･無信号時/3.5A

･片chE大出力/5.3A

･両ch最大出力/6 8A

音楽演奏時は多分4A樹受かと

思いますが　ここがOTLの幸い

ところではあります.

音質について

いくらローコストに計画しても

OTLはOTLです.その音色は分

抵抗の2.4kOを小さくして1.2kn

(NFB量は6dB増えます)とする

ど,音は端正になります.弦楽器

などはその方がしっとりと感ずる

かもしれません.聴く人と,スピ

ーカーとの相性によります.

モノ-ラル使用

本機は出力管6082× 8本のモ

ノ-ラルアンプに簡単に改造でき

ます.その方法はドライ7校の出

力を図16のように両方の出力管に

分岐するだけです.師事に出力も

並列にして動作させますが　その

ときの出力は50W程度得られま

す.安価な出力管なので.アンプ

の発熱さえ許容範囲ならば十分検

言寸に値するアンプになります.

注意
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