
カソードフォロワー直結ドライブでパワフルな再生音

EL152シングル9Wバワ-アンプ
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はじめに

キューピーのようなかbいい形

なのに最大プレート損失は40W

というテレフンケンのEL152を使

って,出力9Wのシングルパワー

アンプを製作しましな　EL152の

定格を,ヨーロッパとアメリカに

おけるオーディオ用真空管の横綱

ともいえるEL156, 6550Aと比較

して表1に掲げてみました.

EL152とEL156, 6550Aの動作

例を見てみると,さすが大型管,

キュートな外形をしたテレフンケン後期の5極出力

管EL152は,よく知られるEL156の妹ともいうべき

存在.今回はEL152を使って,コンパクトサイズ

ながらも出力約9 Wのパワフルなシングルアンプ

を製作した.初段に5極管WE403B,ドライフ段に

5687(1ユニット)をカソードフォロワーとして用い,

5極管接続としたEL152のパワーを十分に引き出

している.試聴ではパワフルかつクiノアな音質を聴

かせ,音源を明確に再現した.入手しやすい部品を

使用し,比較的簡単に製作できるよう配慮している.

それぞれ18W　24Wそして20W

というように,シングルアンプと

しては非常に大きな出力カ取り出

せることがわかります.表1から,

EL152は大出力のパワー管として

よく知られているテレフンケンの

EL156よりプレート損失が小さい

とはいえ, 6550Aと互角といえ

るほと,かわいい見かけとは違っ

てかなりパワーの取れる出力管の

ようです.

とはいえ, EL152を使うにあた

って,グリッドリーク抵抗が25
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使用した真空管左か
ら出力管EL152,初段

WE403B,ドライブ段

5687

kQ以下というのはドライブ段に

とってはちょっと厳しい条件です.

さらに小さな外形で大きなプレー

ト損失ということから,外壁温度

がかなり上昇することが予想され.

部品の配置などは放熱に対する十

分な配慮が必要になります.

EL152を使ったプッシュプルア

ンプは佐藤進氏が本誌2004年1 0月

号に発表していますが,シングル

アンプとなるとちょっと見あたり

ません.したがって,シングルア

ンプの製作にはA級動作での負荷

インピーダンスや動作点などをプ

レート矧生から求めるだけでなく,

実際のアンプで確認することが必

要です.

回路の決定

(1) EL152の動作方式

せっかく大出カカ取れる出力管

なのですから, 3極管接続やUL

接続ではなく5極管接続として

10W程度の出力を狙います.い

くら-イパワーといっても,ぶよ

ぶよの音ではどうしようもありま
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正面からの夕瞳孔前段のMT管と小振りなEL152が並び,コンパクトな仕上がり
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背面には80と160の出力を装備.電源インレッ

にマイナス電源を用意することに

します.

(2)ス2リーングi)ッド電源

EL152のみならず,スクリーン

グリッド電圧が高く取れない5極

管やビーム4極管は送信管を中心

に数多くあります.これまでの製

伯列では,多くが電源電圧を下げ

て3結あるいはUL接続として,

ダンピングファクターの改善と引

き替えに,出力についてはある程

度我慢して使ってきましな

しかし,スクリーン電圧の処理

さえ上手くできれば　オーデイオ

用の出力管としてプレート損失が

許すだけの-イパワーを取り出す

ことができる可能性を秘めている

ともいえるわけです.そこで　ス

クリーングリッドに必要な電圧を,

抵抗ではなく出力インピーダンス
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トはiEC型3ピンコネクターとしてある

の十分低いトランジスターを使っ

たリップルフィルターで作ること

にし,さらにこの電圧をカソード

フォロワー段と初段のB電源とし

ても使うことにしました.

できるだけ大きな出力を得るた

めに電源電圧をできるだけ高くし

たいわけですが　｢股的なケミコ

ンの耐圧を考えて, B電圧は400

Vで我慢することにしましな　こ

の電圧なら電源トランスの巻線も

320V程度で済むので　電源トラ

ンスの選択の幅も広がります.

(3)動作点と負荷抵抗の検討

EL152のパワーアンプとしての

製イ何列としては,前出の佐藤道民

のプッシュプルアンプ以外には見

当たらないので　A級シングルア

ンプでの動作点をどうするかとい

う重要な問題が残っています.

[表2] wE403B, 5687の規格

電源電圧を400V,バイアス電

圧を-20Vとすると,自己バイア

ス分を差し引いた実効プレート電

圧Epは380Vとなります.このプ

レート電圧でプレート損失を定格

の80%に収めるには,プレート

電流を85mA以下にしなければな

りません.

図2に示すEL152のプレート特

性から,プレート電圧を380Vと

して最大振幅を得る動作点はおよ

そEg1--20V, Ip-150mAであ

ることがわかります.しかし,こ

れではプレート損失が57Wとな

って,最大損失40Wを大きく超

えてしまいます.そこで　5極管

のZpがE82に比例する特性を利用.

Eg2を低くしてZpを減少させ,プ

レート損失を定格内に収めること

にします.それではどのくらい下

げるかというと,

Eg.-250 〔Ⅴ〕×85 〔mA〕

/150 〔mA〕

-141.7 〔Ⅴ〕

となるので, Eg2をおよそ142V

にすれば所望の動作点とすること

ができます.
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[図3] EL152シングルアンプ全回路

同じくプレート特性から,出力

トランスの1次インピーダンスは

3.5k偶で最大出力が得られると

予想できます.とはいえEL152は

製イ何列がこれまでほとんどないの

で,最適負荷は後から測定して確

かめる必要があります.測定結果

を先に書いてしまうと, 3.5km

では負荷10偶で最大出力8. 8Wと

なるものの,基準の80負荷では

8.5Wと小さくなってしまいます

一方,最大出力が多少小さくなる

はずの5kJlでも, 80負荷で同じ

8.5W力宰専られます.

ところが, lkHzの歪率を比較

してみると, 1次3.5kmでは出

力0 1Wで0.03%に対して, 5kQ

ではO.18%とかなり大きくなり

ます.これは3極管と違って,

｢ 5極管動作での全高調波歪率は,

ある負荷抵抗値で最低になる｣と

2006/2

いう性質によるものです.これら

の結果から, EL152の5極管接続

シングルアンプでは, OPTの1

次インピーダンスは3.5kJlが適

切であるといえます.

(4)初段

初段管は音決めに関して出力管

に次ぐか,あるいは同じくらい重

要な箇所です.ここにはMT管の

高周波用シャープカットオフ5極

管eAK5と同一規格のWE403Bを

使うことにしました

これらは7ピンだからという理

由でなぜか人気がなく, 9ピンの

WE404AやEF86は比較的高価な

のに, WE403Bはまだ安価で購

入できます. eAK5といえば　あ

の伊藤喜多男氏のお気に入りの真

空管,素性が悪いはずはないので

すが. eAK5は5極管接続では次

段の入力抵抗(グリッドリーク抵

抗)を考慮しても約60倍の利得が

得られます.

負帰還をカソード負帰還とオー

バーオール負帰還を合わせて13

dB(1/4.47倍)と想定し,カソー

ドフォロワー段の損失を無視する

ど,バイアス電圧-20Vの出力管

をフルスイングする最大出力時の

入力信号電圧は,

20 〔Ⅴ〕×4.47/(1.41×60)

-1.06 〔Vrms〕

となり,およそlVの入力電圧で

クリップという計算になります.

(5)カソードフォロワー段

カソードフォロワー投には中〟

で高gmの双3極管5687を使い,

電流を8mA程度流すことにしま

す.カソードフォロワー回路の出

力インピーダンスはほぼ1/gmな

ので　5687の場合は1/ll 〔mS〕

≒910と,かなりの低インピーダ

ンスとなるはずです.とはいって

ら,あくまで交流信号に対しての
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(a) 100Hz

[図13]方形波応答(負荷80)

プしているlkHz正弦波出力波形

を図12に示しておきます.

(6)方形波応答

方形波応答を図13に示します.

100Hzの方形波応答のサグ(右

下がり)は, 20Hzで-ldBとい

う低域特性を反映したものです.

lkHzの波形はきれいな方形波に

見えますが　立ち上がりにとても

小さなピークが存在します.この

ピークは10kHzの波形では小さ

なリンキングとして現れています.

周波数特性に現れている220kHz

のピークがこのリンキングの原因

と考えられます.

容量負荷時の10kHz方形波応

答は図14のとおりです. 80の負

荷抵抗に0.22I`Fのコンデンサー

を並列に接続し,容量性負荷とし

たときの応答波形は80時とほと

んど変わらないように見えます.

さらに0. 22/IFのみの純容量負荷

の場合でさえもI)ンキングが少し

大きくなるだけで　アンプとして
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[図11]歪率特性

(a)負荷● 80に0.22/lF並列

[図14]　容量負荷時の10kHz方形波応答

は非常に安定であることがよくわ

かります.

まとめ

ヒアリングの結果, EL152シン

グルアンプの性格を表現するとし

たら,ソフトというよりもクリア

でI)ジッド,雰囲気を表現すると

いうより,各音源をシャープに再

現するアンプといえるでしょう.

コンパクトとはいいながら,さ

すがシングルアンプで出力9Wだ

けのことはあり,ブライアン･ブ

ロンバークの『WOOD』 (キン

グKICJ-414)では,ウッドベー

スの弦の振動,胴の鳴りがぐいぐ

いと再生され　ペースを弾きまく

っている感じがパワフルに伝わっ

- �� �� ��

[図12]出力9W時のl kHz正弦波出力波

形(負荷8機上:入力,下:出力)

(b)負荷● 0.22IIFのみ

てきます.

ヴィヴァルディの協奏曲･作品

3第6番(コロムビアCOC0-

70510-1)では,クリアな音質ゆ

えに合奏の陰の--プシコードで

さえ明確に聴き分けられます.ど

はいってもクールというわけでは

なく,ウィーンの舞踏音楽(コロ

ムビアCOCQ-83882)などでは,

甘美を雰囲気が十分に伝わってき

ます.

かわいいEL152の形を生かした,

きれいな外観のパワフルで切れの

よいコンパクトアンプはお勧めで

す.

【試聴に用いたスピーカー】
アルテック620Bのウーファー部+アル

テック802D/811Bホーン+JBL 075
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