
シンクソレ用大型OPTは超低域再生に有利./

300 Bシングル･アンプの製作

●310Aドライバを

UL接続にして

高域特性を改善

加藤一郎

本誌2001年8, 9月号で300B

用｢アウトプット･トランスの作り

かた｣, 2001年12月号で｢パワー･

トランスの作りかた｣を発表しまし

た.今回はこのアウトプット･トラ

ンスとパワー･トランスを使ったア

ンプの製作例(むしろ改造記事)をご

紹介します.試聴結果を重視して,

美しい音の再生を得るための経験的

なノウハウ,私なりの創意工夫の記

録です.

回路は出力管300 Bと電圧増幅

用310Aとを組み合わせたWE91

型アンプの応用型2段増幅タイプで

す(第1図参照).このWE91型タ

イプのアンプは回路はシンプルです

が,いい音を再生するにはいくつか

の課題を抱えています.課題ごとに

試行錯誤しながら,改造を重ねてき
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ました.

1.出力トランスの要件

昔からトランスには金をかけろと

いいますが,そのとおりです.私の

トランス作りは,現在鹿児島市にお

住まいの沼口さんから製作方法をご

教示いただいたことに始まります.

ご指導いただき完成した出力トラ

ンスOPTを300Bアンプに載せ

替え試聴して,驚きました.繊細で

何か1枚ベールが剥がされたようで

した.超低音までもよく再生されて
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スケール感があり,何ともいえない

新鮮な感動を覚えました.出力トラ

ンスを変えただけでこんなにも音が

違う,と耳を疑いました.まるで違

うアンプになったようでした.この

成功体験以来,秘まトランス製作に

のめり込むことになりました.

(1)成功の要因

なぜこのように音が変わったの

か,その成功理由は以下の5点にあ

ります.出力トランスの話は奥が深

いのですが,要約すると以下のとお

りです(詳細は2001年8月, 9月号参照).

①トランス自体の感度が高

3.5K･80　い:シングル用トランスは直流

E　　+Bl (480V )

(第1図)本機の全回路図. WE91型に準ずるが,ドライノ鴨がUL接続になっている

が重畳するためコアが励磁され

て透磁率力清くなり,感度がよ

くなります.信号ゼロ時に最も

透磁率が高くなる設計です(ス
ーパーパマロイの初透磁率より高

い).

②　直流国元による損失が少

ない:解像度よく,微小な信号
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(A)トランス･ドライブ　　　　　(B)チョ-?･ドライブ

+140V　+88V　　　　　　　　　　+140V

〈第9図〉ドライバ段のUL接続法

(NEC RD22F) 2個をアース側に

入れます.並列に入っているコンデ

ンサはフリッカ･ノイズと三角波を

安定させるための対策です.

(4)高域改善効果

310Aの標準的な5極管接続回

路の周波数特性は,実測20 kHzで

-3.7dB減衰していました. 5極

管接続回路の内部インピーダンスは

約75 kn程度, 300 Bの入力容量は

150 pF程度と推定できます.高域カ

ット(-3dB点)周波数Tを計算す

ると,

T-1/J2IrCR (LLF. MQ)

-14,154 Hz

になり,ほ燐実測直と合致します.

一方,ツェナ･ダイオード方式ウ

ルトラリニア回路では20kHzで

-2.2dBの減衰になります.高域

常陸が5極管接続時より1.5dB改

善されます(第12図).

3.電源回路の課題

無帰還シングル･アンプの課題は

ノイズ対策です.私はすべてのアン

プの基本はここにあると考えていま

す.残留雑音の低減対策は,ヒ一夕

電源の直流化と高電圧リップル抑制

回路です.また,電源トランスは漏

洩磁束の少ない設計であっても,物

理的に近くに位置すると影響が出ま

す.無帰還では改善は期待できない

ので,最初から電源部と増幅部に分

割する設計です.第13, 14に回路を

示します.
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+ 88V

(1)ヒ一夕電源対策

すべてのヒ一夕電源は,定電圧レ

ギヱレークの直流電源化によりハム

の除去を図ります.定電圧レギュレ

一夕は手軽に直流を得る方法です.

しかし, 1段では若干リップルが残

ります.

写真Aは定電圧レギュレ一夕

LM338Tの出力(7.25V)のリップ

ル電圧13.5mVの波形です.この

リップル雑音は, 300 Bで約5倍増

幅され, OPTで1/20になり,最終

的に3mVの残留雑音として残り

ます.

さらにノイズ対策を徹底するた

め, LM338Tからの出力電圧

7.25Vを2段目の定電圧レギュレ

ークSI3052Vに供給します.ここ

で300 Bヒ一夕電源の残留雑音は

20ljVになります.この20lIVのリ

二　十348V

(第11図〉第10図の方式②の途中からドライ

バ管のスクリーン電圧を供給する

ップル雑音は最終的に5 ilVのアン

プ残留雑音になります.

(2)リップル抑制回路の問題

高耐圧トランジスタを利用したリ

ップル抑制回路は, 1995年の本誌上

でに武末氏が50CAIO, 6CA7シ

ングル･アンプの言辞で推奨された

と記憶しています.従来のコンデン

サとチョークの組み合わせでは実現

ZDの組合わせ �6H�8ﾛr�プレート負荷 �4r�310プレート 
18%点電圧 �6H�2�電圧 

22V10個 �#�ub�296V 都秒�158V 

22V9個+10V �#�Ub�293V 塔��141V 

22V9個 ��摘b�ヽ 289V 涛Ub�126V 

〈第2表〉

ツェナ･ダイオー

ドの組み合わせに

よる各部の電圧.

B十は348 V一定

Ⅴ 板� �� ��

一､､ �� �� �� 

5横笛 � �� �� 

ヽ �� ��

4　6　8m0　　2　　4　6　81k　　2　　4　6　810k　　2　　4　6　8100k

周波数(Hz)

〈第12図〉ドライバ没の周波数特旺　UL接続で高域が改良される
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▲ 〈第13図〉

出力管300 B用の

電源回路

378V▼470VZD22VX21 劍8｢�6"�7b�8ｲ�7B�8��8ｲ�5�� �8｢�6"�7b�8ｲ�7B�4"�8ｲ�5��▼ �3C��

壁 �(d��B縟ｲ�閉���B 1リップル 12′lV + 120′( -E 峯 
15.2V 末湯�

i物証墨亜 
ショットキー･ダイオード×4

B2 &ピーク回路(Bチャネル)用

(第14図〉ト

出力段とは完全に分

離した,ほとんど同

じ構成のドライバ用

電源回路

(写真A〉レギュレ一夕LM 338 Tの出力に含

まれるリップル波形

できない画期的な方法です.

しかし,リップル抑制回路に批判

的な意見もあります. ｢音の伸びや勢

いがなくなってしまう｣, ｢解線度が

悪くなったように聴こえる｣などの

意見です.

リップル抑制回路は電圧変動率を

多少悪化させ, 1系列のリップル抑

制回路では,電圧変動率の悪化から,

〈第3表)

8W出力時に各

電源電圧中の残
留信号成分

FEB　2006

リップル･フィルタ

2SC2979 × 2

378V▼470V 剪� ��-▼438V 

+ 452Vト CQN XX g薯 等8 免ﾆﾔ��ﾄｲ���リ jp lレ フ ィ 近 タ 牝ｲ�リ チ ル フ メ ル タ 俘ﾂ�

十の 

詩十一薄口~韓剖 �687h8ｳ#��ﾆﾅb�唯ﾓ辻�
ショットキー･ダイオード×4

B2 &ヒ一夕回路(Bチャネル)用

電源部を経由して信号が混ざり合う

結果となります.特に出力段が前段

へ与える影響は要注意です.再生音

の伸びをなくし,解線度を悪くして

いきます.

(3)解像度の高い電源回路

通常,電源回路は信号が相互に影

響を及ぼさないように,デカップリ

ングを行います.しかし試行錯誤の

繰り返しで,理想にはほど遠い状況

が多くなります.この点,第13, 14

図のように増幅段ごとにリップル抑

剃回路を設定すれば,理想的に残留

信号を分離することができ,音の分

離能力に優れ,青線がくっきりして

きます.

10Hz ������lkHz ���ｴ��

310B用電源 �3Fﾕb�33mV �#6ﾕb�4mV 

310A用電源 鼎��u��280′′Ⅴ 田c(x�u��186′fV 

たとえば解像度のよさとは｢オ

ーケストラが大音量で鳴っていると

きでも,小音量の楽器が1つずつは

っきり分離して聴こえる｣ことです.

音が混じり合うことなく聴こえるこ

とです.

アンプの解像度を高めるためには

増幅段ごとの電源回路の独立と,十

分な電源コンデンサの装備が不可欠

です.ちなみに,第3表は8W出力

時における回路の残留信号です.戟

留信号は,周波数が低くなるほどコ

ンデンサのインピーダンスが上が

り,多くなるはずですが,実際に測

定するとそうでもありません. 1

kHzでも,かなりのレベルで残留信

号力溌生しています.

(4)電源リップルの低減

電源トランスから整流後のリップ

ル電圧は,ノコギリ波形の1.6Vで
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〈写真B〉整流後のリップル波(1 6V)

す.リップル抑制回路による電源変

動率悪化を防止するため,ツェナ･

ダイオードを利用した定電圧回路を

増幅段ごとに採用します.定電圧回

路とダーリントン接続した高耐圧ト

ランジスタのリップル抑制回路の組

み合わせ効果は抜群です.

まず定電圧ツェナ･ダイオードの

A点は,リップル電圧が0.7mVに

なります(写真B).ここから1段目

リップル抑制回路を経た出力のリッ

プル電圧は400ItVになります(写

真C).

さらにリップルとフリッカ･ノイ

ズを減少させるため2段目のリップ

ル抑制回路を追加します.最終的に

は300B用電源(438V)のリップ

ル電圧は18 lIVです.

310A用電源(348V)のリップル

電圧はさらに低い12ljVになりま

した.

(5)残留雑音とひずみ率

ここまで電源のリップルが低くな

れば低ノイズ･アンプは楽に実現

できます.さらに電源部と楢幅部に

分割していますので,直熱真空管無

帰還シングル･アンプとしては極め

て低い残留雑音27 //V (310 A入力シ

ョート時)が実現できました.

第15図は雑音ひずみ率特性で

す.残留雑音が低いので,低出力時

にもっとひずみ率が低くなっている

ことを期待しましたが,私の持って

いる発振器では低いひずみ率が測定
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《写真CBツェナ-D点のリップル(0 7mV)

できません.

40 Hzのひずみ率がl kHzに比

べほとんど遜色がない点は,驚きで

す.これは十分に低域再生ができる

ことを証明しています.

本機の入出力特性を第16図に示

します.

4.振動(響き)の課題

音の本質について考えるようにな

ったのは,低雑音化と分解能力の高

いアンプが製作でき始めたことから

です.そもそも音は空気の振動です.

その振動の中にある``響ざ'が大事

〈写真D〉リップル･フィルタ1段目出力中の

リップル波形(0 4mV)

ということに気がつき始めました.

静寂と解像度の向こう側に``響ざ'

が存在していたのです. 300Bとい

ラ"響き豊かな音''の直熱管の魅力

的な不思議の世界です.

(1)響き豊かな音の本質

このアンプの再生音にはホワ-ン

とした独特の残響感があります.こ

の300Bの響き豊かな音の本質を

追求してみました.､

発振器のサイン波を別のアンプで

駆動してスピーカの音(出力的lW･

1m,入力ショート)をアンプに当て

/溜 
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●電猿部シャーシ内部はケミコンの山上はリップル･フィルタ部
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なくなる).シャーシに固定すれば

この振動の影響を受けていたはずで

す.直熱真空管は振動に弱いので

アンプの残留雑音にも影響している

と考えられます.

(3)木製シャーシ

音の本質は,素材そのものの振動

です.通常,楽器は何でできている

のかというと,木材がほとんどです.

木管楽器は,木の音がしなければ本

来の音ではないと思います.

そこでシャーシにも,弦楽器の再

生に適したヴァイオリンなどに使用

されるスブルース材を使用し,セラ

ック･ニス塗装を施しました.材質

にこだわって,アンプ全体を自然な

木材の響きにします.当然ながら,

シャーシはヴァイオリンと見まごう

風合いです.

5.終わりに

臨場感ある低域,ワイド･レンジ

化した高域,低ノイズ/高解線度の電

派,そして最後の課題は``響ざ'対

策でした.以前私はこの振動を極力

排除し,純粋な透明感のある音を追

求したことがあります(本誌2002年

9月号に発表した6BQ5パラシングル

は同じトランスを使用しています). 6

BQ5はマイクロフォニック･ノイ

ズに強い真空管であり,音の解線度,

〈第18図〉直熟3極管の電極構造
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●出力部310 A+300 Bブロックのシャーシうら配線信号抵抗は無誘導巻線型

《写真E〉 713 Hzでの振動波形

透明度,低音の重厚さに優れたアン

プでした.

旧型直熱真空管が持つ対振動の脆

弱性から発生するマイクロフォニッ

ク･ノイズを"響き豊かな共q晴と

して有り難がって聴いている''と一

言で片づければそれまでです.しか

し,この何ともいえない音のふくよ

かさはどうでしょう. 300B独特の

世界は魅力的です.音の響き,輝き,

低音の重厚さなど,やはり鈍器とい

う印象を持ちます.

響きのよさからくる色彩豊かな点

ではこの300Bアンプはすぼらし

いものを持っているので,これを

NFBによって消滅させるのはあま

りにももったいないと思います.こ

の音は,近代的真空管もしくは半導

体アンプでは絶対に出せない倍音豊

かな共鳴音効果です.

この響きは,ときによって耳につ

(写真FB 3 kHzでの振動波形

く場合があるかもしれません.音楽

ソースによってそれぞれ表現するも

のが違うので常に同一基準での評

価はできません.しかし力編成の器

楽曲なら,ホールの残響感が見事に

表現され　このアンプ以外に考えら

れません.たとえば私の好きなシェ

リングが演奏する｢バッハ:無伴奏

ソナタ｣からは小さなヴァイオリン

カ朗々とホール中に響き渡る姿が確

かに聴こえます.

アンプの改造を重ねて,今回は同

じ回路の3台目の製作になりまし

た.なお,信号部の抵抗はすべて沼

口さんに制作をお願いした精密無誘

導巻線抵抗です.紙面をお借りして

お礼申し上げます.

参考までにトランスとアンプ製作

のWebサイトは以下のとおりで

す. http://www6.plala.or.jp/

trams-va
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