
6JH 5という球にって

今回紹介する真空管は6 JH 5で

す.この球はパルスシャント･レギ

ュレ一夕用の3極管で　テレビの高

圧電源安定化に使われたようです.

外形は12ピン･コンパクトロンで

50CAIOと同じですが, 50CAIO

よりも背が高くなっています.

この一族は, 30W以上の大きな

プレート損失と,高い拘括率〟-300

および高いgm-50mS以上を持

った3極パワー管で　ビームプレー

トを持っていて見たところは4極管

ですが,ビーム3極管と言われてい

ます.類似管を表にしてありますの

でご覧ください.

ビーム3極管は当然ですが,グリ

ッド外側にビーム形成電極力滴!置さ

れています.ビーム･プレートは,

3KVに上る高電圧に拠るプレート

からの2次電子対策の為にあるよう

です.また,プレート損失増大の弟
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にキャビトラップを持っています.　　ずです.

ビーム･プレートは普通のビーム管　　水平出力管では,ビーム･プレー

のようにカソードに接続しています　トに2-30Vの電圧を掛けて肩特

ので3極管というのでしょう.た73.,　性を変化させることが出来ます.低

別に出しているには必然性があるは　　電圧時のプレート電流を増やせるか

●6JH5(左)と6JK5(右)ともにFLが.300と高い球だ

ラ　ジオ技術
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チョーク･コイルはEL91スーパ

ーKNFB時,プレート負荷チョー

クにも使いましたが,そこそこの周

波数特性が取れていました　ですか

ら今回も使用することにしました.

チョーク･コイルの接続ですが, 5 H

とある5側を信号元にすると高域の

常陸が良いようです.

また,直流抵抗が約9500ありま

すのでECL805だとカソード抵抗

なしでちょうど良いプレート電流が

流れます.プレートと第2グリッド

間はlKnを通して接続されてい

ますが　これによってカソードフォ

ロア段のプレート電流を5%ほど減

らし,微調整して20mA以内に収

めています.

ただしこのカソード･フォロア段

JAN　2006

●6JH5シングル･アンプ全回路図

はかなりのプレート電流を流してお　ド電流が大きく, 6JH 5はLLが300

かないといけません.プラスにドラ　　と非常に大きいため,すごい量のグ

イブされたとき, Hi/`管ほどグリッ　リッド電流が流れるのか予想されま
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●片チャネル分の配線のようす
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●本機の雑音ひずみ率特性

し,出力は6.1Wで目標の10W

を大きく下回ってしまいました. 6

JH 5のグリッド正領域ですが,思っ

たよりもプレート電流が流れず,早

く飽和してしまいます.

グリッドにどんどん電流は流れ込

みますが,プレート電流はほとんど

増えません.また,マイナス側は詰

まっているようでカットオフしない

のに波形がつぶれていきます.今回

の出力ならばもう少し小型の出力ト

ランスでも良かっだと思います.

JAN. 2006

音について

音質ですが,ダイナミックな印象

でした.ヴァイオリンの音が浮かび

上がって聞こえ,きらびやかに歌い

ます.やはりアトラクティブな感じ

はありますので, A2級ポジティ

ブ･グリッド管の特徴かも知れませ

ん.製作時はもっと低域は膨らんだ

音を想像していて,それを締めるた

めにJENSENのブロック･ケミコ

ンを使いましたが,予想に反して中

W10

低域は締まっていました

のでパーツを選び直す

とすれば　同じJEN-

SENの中ではチューブ

ラ型はふくらみがあるの

でこの方が合っていると

思います. 6JH5と6

JK5を比べるとヒ一夕

電力が大きい分6JH5

の方が音に厚みがありま

100　す.尚,出力管の差し替

えにあたってバイアスな

どの謳整は必要ありません.

計測機器は,パナソニック

VP-7720 A (オーディオアナラ

イザー),日立Ⅴ七52(オシロス

コープ),ほかを用いました.

6JH 5シングル･その後

6JH 5の原稿が出来上がっ

たのが『第4回RGAA音の展

覧会』の直後だった為,新年号

掲載となったようで,本文中で

橋本のトランスで再勃騨貸したい

記述をしました.その後,真空

管オーディオフェアーの時に注

文してあった橋本電気の新出カ

トランスが入荷したと11月14

日月曜日に春日無線から電話が

ありました.同時に頼んだHC-

203 UはまだでしたがHC-507

Uは入荷していました.再度6

JH5で7KO負荷にして作ります

が,出力トランスカ㌦入ったのでひと

まず家に帰って音を聞いてみようと

思いました.

しかし,アンプも春日無線に置い

てありますから両方を自宅まで運ば

なけれ〉減りません.試聴をしてか

ら元に戻し,また春日無線に持って

くるのは面倒です.測定は次回にま

わすことにして春日無線でトランス

を載せ替えて何人かに聞いてもらう

ことにしました.ただこの2つのト
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ランスは2次側の巻線に位相が逆に

成ります.条件を同じにする為,タ

ンゴU-808で掛けてあったループ

帰還6 dBをはずして先に試聴して

もらいました.

その時の感想はおっとりとした音

で　なんとなぐ懐かしく音は奥に広

がる感じに成ります. 11月18日金

曜日,会社帰りに春日無線に寄って

トランスを橋本HC-507Uに変え

ました.トランスの取り付けサイズ

が異なりますので少し斜めになって

しまいました.替えるとまず気付く

のは,音が前に出てくることでしょ

ラ.ピアノの低弦の音がうねる感じ

がよくでます.またハイハットも厚

みと風を感じさせます.計測してい

ませんから断定できませんがより広

帯域になったように聞こえます.

いい換えると橋本の方がモダン,

タンゴの方が古典的と言えばよいの

でしょうか.ハイライトコア-とオ

リエントコア-の違いや,ボビン巻
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書手前が6 JH 5,後方力清椴のECL 805

と紙巻も違いよりも有りますがやは

り設計年代の違いなのかもしれませ

ん.後製品としての出来ですが気に

なる点がいくつか有ります.名板は

厚くしてトランスの上部が平らにな

っている所はいいのですが,シール

ドの溶接が見えるところに有り気に

なります.底の方に移動してはどう

でしょうか?両カバーを留めてい

●出力トラン

スU-808か

ら橋本電気
HC-507U

に置き換え

てみた

るビスが長くて不格好です.袋ナッ

ト使用してはいかがでしょうか?

ISO等と聴き比べをしたときに

思ったのですがln端子を追加し

てはいかがでしょうか?　そうする

事によって2段アン7. 3段アンプ

共すっきりとNFが掛けられます

(2段アンプ時にはln端子が80

になる).
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