
オール3陸曹接続で無帰還構成

GM-70シン幼レ
1 8Wバワ-アンプ
渡辺直樹　wMNABE N｡｡k,

出力管に旧ソ連邦時代の｢M-70 (GM-70)直熱型

3極送信管を使用し,電圧増幅段はすべて3極管接

続のCR結合回路で.電源回路のみ若干複雑になっ

たが,シンプル･イズ･ベスト構成としたシングルア

ンプ,初段は6SJ7WGTを3極管接続にして使用,

また出力管の性格を出すため,ドライブ段には素直

な特性の6V6GTを3極管接続にして使っている.

高域のリンキングはCとRによる高域補正回路が1

か所のみで減少させている,試聴した結果,音に非

常にスケールの大きさを感じるアンプに仕上がった.

｢M-70 (GM-70)
管(電圧増幅段は3極管接続)と

し,しかも負帰還を一切使ってい

本機は使用する全増幅管を3極　　ません.ただ1か所に抵抗･コン

｢M-70(GM-70)の外観(左)ど

真上から見たようす(上).左はカ
ーボンプレート.右は板プレート
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デンサーをシリーズにした高域補

整を行っただけで使用真空管と

部品類の良好な特質をほとんどそ

のまま取り出そうとした回路構成

です.

まず使用した出力管は,旧ソ連

邦時代に作られた送信管｢M-70

で,現在日本名ではCM-70とい

われている直熱型3極送信管です

わかりやすいように以後GM-70

の通称名で記します.

表1はCM-70の発表されてい

るデータの抜粋です.ロシア語と
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前面の操作部分･左は音量調整ツマミ,右は電源スイッチ.シ　シャシー上の後方も2本の電解コンを中心こ左右対称.後面は
ヤシ-上の部品配置は左右対称になるようにしている　　　　左から電源入力1ヒュース.出力麓子×3,信号入力端子
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V1 6SJ7WGT v2 6V6GT v3 GM-70
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[図11 rM-70(GM-70)シングルアンプの回路図　電源スイッチ

です.ドライブトランスの使用

も1つの方法ですが,できるだけ

素直に出力管の性格を出したいの

で,ドライブ段には素直な特性で

知られている6VeGTを3極管接

続にして使用しました.

本回路では,必要ドライブ電圧

(実効値56V)以上の電圧を出力

管実装時に得ています.

初段管はeSJNGTを3極管接

続にして使用しています.増幅度

は3横笛る｣5GT (〟-20)とほぼ

同じですが,ノイズ発生状態を調

べてこのようにしました.ノイズ

発生だけを考えると, eSJ7の高

信頼管(通称,赤球) 5693を使用

すれば-,さらに結果はよくなりま

すが,音が硬く感じられます.リ

スリングルームや音の好みにより

締まった音の方が合う場合は

5693を使用する方がよい結果を
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得ることになるかもしれません.

以上のように,前段はすべて3

極管接続であるため,アンプの特

性上では負帰還を使用しなくとも

充分な好特性を得ています｡しか

し,出力管のフィラメントの所用

点火電力が20VX3A-60Wと非

常に大きく,交流点火では交流ハ

ムに対して苦しい感じがしますか

ら,出力管のフィラメントは直流

点火としました.この成果は,無

帰還アンプであるのに残留ハムが

ほとんど感じられないことで実証

されます.

電源トランスには211 (845)

用のフィラメント巻線として10V/

5Aが2個ありますから,直列

(20V/5A)にして使用します.フ

ィルターコンデンサーの容量によ

って異なりますが,ブリッジ整流

すると直流電圧はlV程度上昇す

るので,抵抗を挿入して調整しま

す.本機では電力容量に余裕をみ

て0.50/6Wを使用しています.

直熱型出力管のヒートアップ前

にダイオードで倍霹圧整流された

高圧が,出力管のプレートに印加

されないよう, B回路のマイナス

側に5AR4と6kJl/10Wを使用し

たタイム遅延回路を設けています

電源トランスには整流管用の

5V巻線がないので, 6.3V巻線に

抵抗を入れて5Vに調整し5AR4

を点火しています.

ドライブ回路のB電圧は, 150

V-0-150Vの巻線の300Vをブリ

ッジ整流して使用します.この回

路に使用しているダイオードと

高圧の倍電圧回路に使用している

ダイオードは,同規格でメーカー

違いだけですから,どちらを使用

しても異常は発生しません.
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GM-70シングル18Wパワーアンプ
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[写真1i本機のサイン波形(a) 100Hz　　　　　(b) 1kHz

応答(18W. 1kHz)　　　1写真2]本機の各周波数における方形波応答(出力4W)

(a)負荷80〝0時F　　　(b)負荷80〝05〟F

[写真3]本機の混合負荷時の方形波応答(10kHz.出力4W)

(C)負荷80〝1I`F
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度の低いアンプでは動作が不安定

となり,発振にまで進む場合もあ

ります.このため容量性負荷に対

しての安定度を見るためには,演

合負荷に対する波形観測も大切で

す.

この場合の入力信号は10kHz

の方形波を使用し,混合負荷の容

量値の増減が方形波に及ぼす変化

を観測します.

写真3は, 80の負荷抵抗に並

列にコンデンサーを加えたときの

応答波形です. (a)は0.1FLFのコ

ンデンサーを加えたときで,写

真2(c)とほとんど変化は見られ

ません.この程度の容量が負荷に

加わっても,変化は発生しないと

いうことです.写真3(b)は0.5

〟Fのコンデンサーを加えたとき

で,微弱なリンキングがまとまっ

て軽いオーバーシュートに変わり

ましたが,再生音にはほとんど変

化は起こりません. (c)はIltF

のコンデンサーを加えたときで,

オーバーシュートがをだらかにな

ってきました.この時点で高域部

が若干大人しくなったように感じ

られます. (d)は2〟Fのコンデ

ンサーを加えたときで,なだらか

2006/I

なオーバーシュートがさらになだ

らかになりましたが,再生音は

(c)の場合とあまり変化はないよ

うです.

以上の結果,本機は非常に安定

度が高く,発振などの不安定要素

は-切ないことが実証できました.

負帰還アンプでは,容量を負荷

に加えた場合,方形波の変化が大

きく+1-2/`Fを加えると方形

波がサイン波のように変化し,高

低域が減衰してしまい,音楽性が

劣化したものになります.

この状況が,無帰還アンプと負

帰還アンプの大きな性格の違いと

いえましょう.

試　聴

表7が今回使用した機器および

ソフトの一部です.

試聴の際に使用したCDプレー

ヤーは,最近安価に購入した三菱

製の新品です,低価格商品ですが,

結構忠実な再生をしてくれていま

す.

スピーカーシステムは,慣れ親

しんでいるアルテックの銀箱です

(604-8G入り).イクザクトはよ

いスピーカーですが,音に趣向性

(d)負荷80〝2I`F

[表7】試聴時使用の機器と音楽ソース

○試聴時使用の機器

1. DVD/CDプレーヤー:三菱製

DJ-VP250

2.スピーカーシステム:アルテック製

612Cモニター. 604-8G同軸38cm

○試聴ソース(CD)

(A)オーディオ･スタッカート､ドイツ盤

オーディオチェック用CD

ポリグラム, CD-101001

(B)カール=アントレアス･コリー, 『シ

ャコンヌ』. ｢シャコンヌBWVIOO4

(ブゾーニ編)｣ ｢エア(管弦楽組曲よ

り)BWV1068｣,マイスター･ミュー

ジック, MM-1182

(C)パーヴォ･ヤルヴィ指揮,シンシナ

イ交響楽団,バレエ『春の祭典』.

｢第1部:大地礼賛(序奏)｣ ｢春の

ロンド｣ ｢第2部:いけにえ(序奏)｣

他,ユニハ-サルミュージック,

UCCT-2048

(D)ジュリー･ロンドン､ 『ジュリー･ロ

ンドン』, ri LEFTMY HEARTiN

sAN FRANCiSCOJ ｢VAYA CON

DiOS｣他,東芝EMi, TOCP-9051

(Dその他

があると友人にいわれましたので,

試聴には用いないようにしました.

しかし,夜半に静かに楽しむには

よいスピーカーであると思ってい

ます.

やはり試聴にはモニターが最良

755



のようです(友人もクレームを付

けません).

今回のアンプは,試聴ソース

(A)を最初に試聴したとき,非常

にスケールの大きさを感じました

ので,ソース(C)の交響曲を選

びました.また,充分なダイナミ

ックレンジがピアノ音楽に必要で

あると考えて,ソース(C)ピア

ノ独奏曲を選びました.

人の声(歌唱)は,スケールの

大きさが妨げになり,折角のボー

カルが情感を失うことにならない

かと心配し,ソース(D)を選び

ました.

ソース(B)の『シャコンヌ』で

は,ピアノの中低域部の力強さを

十二分に出してくれています.転

がるような高域部が,中低域部の

上に分離して再生されます.

ソース(C)の『春の祭典』では,

低域部より高域部にわたり,音の

分離がよく,中低域の押し出しに

力感を感じます.また全体的にス

ケールの大きさも感じられました

(交響曲向き?).そして,音響的

なダイナミックレンジが大きく

交響楽団の低音部の演奏時の締ま

りがよい(迫力を感じる).また

｢敵対する町の人々の戯れ｣, ｢誘

拐の遊戯｣の2曲では,スケール

感と静けさの対比が明瞭に再生さ

れています.

ソース(D)の『ジュリー･ロン

ドン』では,スケール感のあるア

ンプにソロボーカルの情感を秘め

る歌唱が再現できないのではない

かと心配しましたが,危惧に終わ

りました.バックの演奏もスムー

スで,特にピアノも小音量ですが,

バックミュージックに埋もれてお

らず,分離もよさそうです.

(E)その他の中の1枚『ザ･グ

レート･ジャズ･トリオ』では,

ピアノ,ベース,ドラムスが,そ

れぞれの主張を訴えていますが,

音の分離がよいため,各プレーヤ
ーのよさがわかります.ドラムソ

ロの力強さは抜群です.

CM-70という真空管は,ブイ

ラメントに60Wと,このクラス

の真空管としては大きすぎると思

えるほどのフィラメント電力を消

費しています.このため,フィラ

メントの電子放射が安定していて

信号入力の変化に対して電子放射

のレギュレーションがよいことが

本機のスケール感に寄与している

と考えられます.

昔｢馬力を出すには電力を食わ

せろ｣と先輩に教えられたことが

あります.規格以上の包力を食わ

せたら真空管は潰れてしまいます

先輩はそのアンプに設計上で適合

した真空管を使用せず,一回りも

二回りも大型の出力管を使用しろ

といってくれたのだと思います.

今回CM-70を使用して,先輩

のいった意味がわかったような気

がします.しかし,フィラメント

効率は出力を20Wとしても20W

÷60W-0.333%と,低効率で

エコ時代に逆行します.

｢音がよければ,まあよしとす

るか｣ (筆者独白).
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nt,A.., 剪�ﾒが『MJ無線と実験』に発表した記事,｢世界の名機を検証 する｣の中から厳選した名機の原機と実験機.計40台につい て回路の特徴や使用部品時代背景そして現代の部品で復元 

した実験機回路,使用部品,試聴などを再構成して収録. 
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