
ユ

超嵩gm: 55mS,高HiI信100ビーム3極管

6JH5単管シングル･アンプ

の製作(1)
ニット分割と石による防振の

並々ならぬ効果に気づいてか

ら,日を追ってアンプの透明さが高

まって来ました.何十遍も聴いた音

楽でも,アンプがよくなれば　これ

ほどにも姿が変って聴こえるのかと

いう感激を味っています,心情や風

土のひだ,時空の広がりが,これま

でそうだと思っていた表の奥に,価

倍にも深く感じられます.というよ

り,まったくあると思っていなかっ

たもの力聴こえます.この世にはや

っぱり精というものが住んでいるの

ですねと,ため息をついて誰かに語

りかけたい心境です.

3身合体の4B38シングル･アン

プで愛聴LP盤を-とおり鳴らし

たときには,もうアンプづくりはこ

れでよいのではないかと思ったもの

です.でも以前には,単段FETアン

プでそう思ったことがあります.い

妥では,それでは音楽の中にある多
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シャニムニただの単管アンプを目指す

くのもの,場合によっては核心を聴

いていなかったことを知っていま

す.おそらく,いままでにあること

より,先にあるものの方が何倍も深

く大きいでしょう.

RGAAクラブの試聴会場で長島

勝氏からおもしろい球をいただきま

した.ビーム3極管というもので,

6JH5という名前の12ピン･コン

パクトロンです.高圧レギュレーク

に使うものらしいですが, gmがなん

と55mSもあります.といっても,

6C33Cのようなお化け球でなく,

プレート損失35Wの,規模も形も

6KG6などに似た球です. 〟が300

というのが,ややお化け3極管です

けれど

長島氏は"クラウンデッド･グリ

ッド･アンプによいでしょう"とい

って譲ってくださったのですが,私

はたちまち単管シングル･アンプを

構想しました.ウルトラ高gmパワ

臆藤井秀夫喜
一管とあれば何はともあれ単管シ

ングルです.

LPレコードに刻まれた音楽の生

粋の姿に近づくうえで, MCカート

リッジからスピーカまでの増幅段数

を切りつめるのがいちばん確実で断

固とした方法であるという考えは,

以前に表明しています.この考えに

沿ってバイポーラTrの超高ゲイ

ン･イコライザで全2段を目指した

り('03年11月号),最近ではパワー

MOSドライブ･グリッド接地式6

GB8パワー･アンプを直接にイコ

ライザにつないで, 2段半に段数を

切りつめる試みをやりました('05年

7月号).

でも真空管の透明さに気づくほど

に-どうやら防震さえすれば真空

管2段が半導体1段にゆとりを持っ

て太刀打ちできるようです一一全真

空管で目いっぱいに段数を少なくす

るのが,究極の方法だと考えるよう
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れに触れている左手と,電源シャー

シ側金具を握っている右手の間に

B電圧がもろにかかる,という仕掛

けです.

コネクタの金具は受け側シャーシ

と結ぶべし,ということでしょうか.

でもそのようにすれば,こんどはこ

の金具を電源シャーシ間に電圧のか

かる期間が発生しうるし,左手が電

源を触っている可能津もおおいにあ

りえます.

こういうことがあるので``両手に

ビニール手袋をはめろ''という注意

は,わずらわしさのせいで守られな

い無駄な文句になりかねませんが,
``左手にビニール手袋をはめろ''とい

うのは有効で,計測･調整の際の切

実な注意です.

2.トランス入力版6JH5単

管シングル･アンプの製作

超高gm3極パワー管による単管

シングル･アンプで, MCカートリ

ッジからスピーカまで増幅3段での

音出しを目指します.すべて3極管

というのは初めてで　目のさめる鮮

明な音楽の出現を期待します.

仝真空管3段というのは半導体の

段数に換算するなら, 1.5段の見当

です.これは私的見積りですが,ほ

ぼ実証されている控え目な換算率で

す.もっとも,球をがっちり防振す

〈第5図)

入力トランスを使った

ときの試作回路の電源

部回路
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CNl

出力トランスへ

(第4図)

こんな場合に

予想しない電

撃ショックを

受ける　　　　　　+
-500V左手 

ノブ. ニット 亦�

れば,この線もシャーシも 

ることを前提にしており,今月もた

だ1つ(ステレオで2つ)の球6JH5

を頑丈な独立シャーシに立て,みか

げ石に載せます.

頭に石を乗せる必要があるかどう

かは,まだ断定的なことがいえませ

ん.これまでの例では, 6550Aは乗

せても大差なく,カソード･ホロワ

同居の6/21 LU8では載せないと

ぼけました. 6JH5はといえば載

せる予定なく組み上げたところ,重

し石のありなしで相当耳につく差が

出ました.改めて作る際には,頭有

力落ちないようバランスを取る支柱

が要ります.

培原段のない単管パワー･アンプ

なので,電源および出力トランスの

ユニットと球のユニットの2体で構

成できるはずのものです.でも,香

源ユニットを古いアンプのものの増

設で作ったので',別に出力トランス

だけのボックスを合体します.この

3身合体はそれほど意味がありませ

んが,このようにどんどん分割して

ゆくと,いろいろなアンプを試した

いと思っている人にとって,購入部

品がずいぶんと節約できることに気

づきました.もっ(とも切り換えの際

に,コードがこんがらがって来ます.

よほど瞑重･綿密にコネクタを選択

しておかないと,不便であるか,逆

に危険です.他人が使うことを想定

するなら,交換できないようコネク

タを特殊化するのが安全です.

(1)正負振り分け高圧電源ユニ

ット

100 : 400Vの工業用電源トラン

ス(相原電機YSAシリーズ)からそれ

ぞれ半波整流で±500 Vの直流B

電源をつくりました.第5図が電源

ユニットの回路です.整流田,フィ

ルタ用電解コンデンサの耐圧は正負

AC400V IOOVA以上

i

アンプ伯gで接続
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ごとに600V欲しいので, 350WV

以上のものを直列に2個つなぎまし

た.電正配分の均等化のために, 100

knの抵抗を並列に入れます.

高圧の電解コンデンサカ滴価な時

期には, 1個ですまないぎりぎりの

500Vという目標電圧はひどく不経

済で　450Vに落とせと文句をいい

たくなると思います.でも最近, 400

V耐圧で100-500llFのスイッチ

ング電源用の電解コンデンサが安肺

近(従来に較べて)出回っており,形

状も小さいので　こういう真空管ア

ンプの製作がずいぶんと楽になりま

した.

正負それぞれにl Hの小型のチ

ョーク(もとテレビ用)を入れてリブ

)レ･フィルタを構成しました.トラ

ンスの440Vタニップを使って根元

を持ち上げたうえで　5000くらい

の抵抗器で代用しても,フィルタ効

果は変らないと思います.

6JH5のヒ一夕は6.3V/2.5A

です.センター･タップつき12Vの

汎用トランスが電気部品店に並んで

いるので　メーカーを問わず求めま

した. 2次側に負電圧をかけること

になりますが(浮かすのはまずい),

500Vに耐えられないトランスは滅

多にないと思います.

今回は都合で出力トランスだけを

独立ユニット化しました.旧サンス

イの5W 7knのものですが, ISO

の7Wのものが使えます. 2本分割

にする場合は,出力トランスの配置

されるべきは電源側であり,球の側
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ではありません.

他のユニットとの接続にはメタ

ル･コネクタを使います.

(2)アンプ･ユニット

先月の21 LU8アンプ,先々月の

6550 Aアンプと同様に,コの字型と

L字型アルミ金具を組み合わせて,

比較的(主観的には最大限に)頑丈に

シャーシをつくります.第6図のと

おりの構えです.先日,足となる表

パネルと裏パネルの高さを20mm

と表記してしまいましたが,これで

はソケットを組み込めても,大型の

ラグ板を立てられません. 25 mmな

いと配線が苦しくなります(不可能で

ないとは思いますが).今月は2mm

の厚みのものを入手しました.

アンプ･ユニットの回路を第7図

に掲げます.都合上,出力トランス･

ユニットをこちら側に示しています

が, 2分割する場合は電源ユニット

側に配されるべきこと,もう｢度繰

返しておきます.アンプ･ユニット

と出力トランスとを結ぶプレート線

は,長々と延びるのは困りものです

が,神経質に切りつめる必要もあり

ません.

カソード･バイアス抵抗値の正確

な事前予想は難しいので仮に100

mを入れておき,実動でのプレート

電流値を測りながら適正値を決めま

す. I｡｡を30mA流すには, 50偶が

ふさわしい値でした.バイアス電圧

は1.5Vと,オーディオ出力管とい

うより初段増幅管の水準です.実際

に初段管なのです.

ビーム3極管のビーム電極という

のが何の役割を果たすものなのか見

当がつかないのですが,データ･シ

ートの指示どおりカソードへつなぎ

ます.つながずに放置すると, I｡｡が

ボンとl_5倍くらい増す動作不安

定を起します.そこそこ大事な作用

をしている様子です.

入力トランスにはタムラのセンタ

ー･タップつき10km:10kOの小

型ライン･トランスTK135を便い

ました. 1次側センター･タップに入

力を入れれば, 2倍の昇圧を果すこ

とができます.適合インピーダンス

は2.5kOですが,送りインピーダ

ンス5kQまでのプリアンプなら,

可聴帯域を通せます.サンスイのト

ランジスタ用ライン･トランスにも

出力トランス･ユニット

cN3〝一一一壷--7-)-ー---一一一一｢ 

0.4砕く � ��

630V �� 蔦S��b��3eb�4���3eb�

L R ��

(第7図)入力トランスつき6JH5単管アンプの回路
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をはずして,グリッドの対カソード

基準を対グラウンド基準へ戻すと,

敬lo mVmsのハムが出力から出ま

す.出力管カソードが負電源ライン

につながっており,リプルが乗って

いるからです.

ふつうの対策はもう1段リプル･

フィルタを増設することです.それ

で通常の高圧管(これまで使った

RK20Aなどの送信管)ならハムも黙

ってくれるでしょう.でも,期待で

きるリプル減少度は数分の1であ

り,当面の超高gm管相手では焼け

石に水です.それでもいまは,しゃ

にむに唯の単管アンプが欲しいので

す.

(1)負ラインだけ交流的に結ば

れるグラウンドをつくる

思案の末,第8図のように電源を

〈第8図〉
~電源ラインのリプ

ルを減少させる

改装することにしました.まず正負

2電源ではなく,いったん1000V

の単電源に変えます.その上で中央

電位にグラウンド点を設け,コンデ

ンサでこれと結ぶのは負電源ライン

に限るのです.こうすると,グラウ

ンドを基準に眺めて,残留している

リプルはほとんど正ラインに片寄

り,負ラインは平坦になり(見え)ま

す.もちろん,実質的にも事前に単

電源のリプルを最大限に除いておき

ます.

この方策力滴齢旨なのは,グラウン

ドにいっさい電流が流れないからで

す.グラウンドに電流の流れる経路

があれば成立しません.わずかな

ら,前もって見越して抵抗値を加減

することで対応できるでしょうが.

グラウンドを負ラインとを結ぶ電

cN3　　　サンスイ

翫 
点T-∴こ �-400V AC6V COM AC6V 

L R ��

解コンデンサは100pFくらいでは

足りません. 300ljFを投入して,よ

うやく残留出力ハムが2mVmsに

収まるくらいです.このコンデンサ

の耐圧が450 Vですめばずいぶん

と有難いので±500Vに振り分け

るのでなく,正を600V,負を400V

に分配しました.分配率は抵抗Rl

とR2とで自由に変えられます.

グラウンドに電流の流れ込むリー

クがどこにもないという自信があれ

ばRlやR2は100kQくらいの高

抵抗でも構いません(過大ドライブの

グリッド電流などがプリアンプ経由で

グラウンド電流に変ることとか,いろい

ろ念頭に置く).

(2)入力トランスなし純軍曹シン

グル･アンプの製作

改造電源での入力トランスなし6

JH 5シングル･アンプの全回路図が

第9回です.

電源は基本図より厳重に2段の

LCリプル･フィルタを備えました.

〈第9図〉

超高gm管6JH8を使

った単管シングル･アン

プの回路図

CNl i600V 0V CN2 0V 400V 捧¥u��� 

寒等-葺合気合掌SX2+×2 0 刮ﾙ 

IC6V COM C6V ��ｲ��ｲ�~誓.530RvA.6V3A 
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各段ごと電解コンデンサは400V

耐圧のもの3個に節約しています.

これで十分です.グラウンドと負ラ

インを結ぶコンデンサは,270 I/Fを

電源ユニット側, 33iIFをアンプ･

ユニット側に振り分けました.アン

プ側では0.47ltF(630V)のフイル

ム･コンデンサもおごります.アン

プの改造はグリッド入力部だけで

す.バイアスが浅いので　グリッド

電流に警戒してグリッド抵抗を100

k【1日こ制限しておきましょう.

(3)特性はちょっとゲイン不足

残留出力ノイズは2.OmVmsで

した.スピーカにつないでハムカ聴

こえることはありません.

出力ひずみ率持隆は,ちらっと見

るだけと断っています.そのように

流し見してください.第10図です.

最大出力値も, 1000Vの電源を

使っていることを忘れて耳に入れて

ください. 2.5Wです.

ゲインは当面の重大関心事です.

lV,ms入力で1.1-1.2Wの出力

です.残念なことに,この人力感度

と常用の単段構成プリアンプでは,

入念に音質評価できるほどの音量で

LPレコードカ聴けません.CDから

は直結で大音量が出ます. CDプレ

ーヤを持っていないわけではありま

せん.どうしてもCDにしかない音

莱(アイヌの神謡やアフリカ音楽)を聴

くために3万円台のを購入し,その

ままでは音が煙っているので,石の

板を2枚下に敷き, 1枚を上に載せ

て,ようやく音楽になりました.で

ら,アンプの差が聴き分けられるよ

うな音は,もとから出て来ません.

音質の欠陥は,どこかよけいな信

号処理に原因があると直観します.

というのは,とてもきれいにある種

の風味がばっさり消えているからで

す.抵抗器やシリコンによる濁りと

も違い,トランスによるやんわりと
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(第10図〉

試作という形の
ままで測定した

ひずみ率特性

暮" 
/ 白�

/グら;プ 

し,R i �,h.�� �� �� �� ��

した脱色でもなく,すっきりスカッ

と消えています.音楽を聴いている

うちに,だんだん心もとない気分に

陥ります.

≪童話作家Aさんの談話≫

デジタルって何かしら1秒間ほど

信号を貯めこん?,以前の音と以後

の(まあ./)音の何割かをいまの音に

混ぜるんだって聞きますが,それっ

てヴィヴィッドじゃありませんね.

もし音符に音の精が踊ってたりした

ら,生界宿命理論に反して,体が切

り刻まれるんじゃありません.

何にしてもピックアップでCD

を読んで0.5秒とか後になってか

ら,音に変って出て来るというのが

妙ちくりんです.その間に何やって

るんだ-つて感じです.

4.新プリアンプの予告.音

質評価は来月に

そこで新しいプリアンプをつくり

ました.とても風変りな球を使った

単管コントロール･アンプ?,ゲイ

ンが100前後あります.

これでMCカートリッジからス

ピーカまで全3段でも十分な音量の

音楽を鳴らせました.そこで,

4B38 (3身合体)シングル･アンプ

と上勝交試聴し, "鮮明でいい線をいっ

ている''という判定を下したのです

が, 4B38 (と現行プリアンプ)の万

でヴァイオリンを聴くうち,ついつ

801　　2　　　4　6　81.0　　　2

出力電力(W)

いうっとりと聴きほれてしまいまし

た. "この包みこむ親愛感,溶けこま

すような甘美さにはかなわないな''

と思って,電源を入れたままの6

JH5(と新しいプリアンプ)をちらと

見たのです,多分涼しい目つきで

この瞬間,まずプリアンプがパン

ッという音と青い閃光を放ち,やや

あって球が真っ赤に燃え上がりまし

た.それはすごい相でした.大ゐわ

てで点検して,球さえ変えればまだ

しばらく音出しを続行できそうだと

判断してそのようにしたところ,こ

んどはパワー･アンプからもくもく

と煙が出て来ました.考えれば無理

ありませんよね. ``こりゃタメだ'と

いわれるなら,今後の改善の手直し

も期待できます,でも"まあよいが,

こっちにはかなわないな''と誕生

早々にいわれれば,アンプがふてく

されるのが当り前です.

あとで総点検したところ,ピーク

高数100Vに達する発振だとわか

りました.さいわい中核の部品は無

事で,いままだ音が鳴っています.

でも,アンプの怒りを買うような想

いが私に萌すことがないよう,プリ

アンプの音質練磨に誠意こめ努力し

たあと,製作記を書く心づもりです.

いまでも相当いいところまで行って

いるので,来月には発表できるでし

ょう.パワー･アンプの音質評価は

この折に行いたいと思います.
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