
単段増幅でゲイン40 dBを目指す

適意Fe3極管　6JI5

コントロール･アンプの製作

臆藤井秀夫臆

〟-300に目を向けると

人間世界には数学的思考法という

のがあります(いや人間以前の宇宙に

昌しているのだ,という人もいます).

"まる''を考えるなら,丸とか,円と

か,想い浮かべる形やら柔らかみや

ら永久循環への誘いやらの印象,ら

るいは,終わりとか合格とかの用法

をいった玖ノ頭からすべてぬぐい去っ

て, `` 1点からの距離が一定"という

牲質だけが, ``まる''の持てる本質の

すべてだ,と思う思考手法です.こ

うすると,あいまいなこと,つじつ

まの合わないことなどが洗われて,

その純正の性質や動きについて厳密

な推論が可能になる,というのです.

まあ,ほんとうにそうなのか,厳

密さを自認する数学者が,頭に``丸"

の空間的描像をまるっきり持たずに

論を進めているか,本人にしかわか

るまいと思いはします.でも,通常

には``丸''とまるで無縁なように見

える場所に`` 1点からの距離が等し

÷ゝものの集まり''という事象が見つ

かると, "まる"について考察してい

たすべての属性や法則がまるまる成

立するという,ときにはものすごく

或力を発揮する思考様式ではありま

す.

で,私はかのビーム3極管6JH 5

のすん胴のごっつい姿を念頭からぬ

ぐい去って, 300に達するLLという

敦値記号だけに注意を向けたわけで

FEB　2006

す.そうしたら,待望のプリアンプ

を作れることをたちまち思いつきま

した.

これまで単段構成のイコライザつ

きプリアンプ(全2段)の総合ゲイン

を上げることにさんざん苦労して,

万策尽きていました. MT管では〟

が100より上の3極管は存在しな

いし,マイクロウェーブ用のライト

ハウス管3C29まで持ち出したり

しましたが,やはりLLは100です.

いままでいろいろと作ってきたコ

ントロール･アンプは70前後の〝

の高周波管を使ったもので　かなり

高いゲインと低い送りインピーダン

スを持つものですが,それでもまだ

ゲイン不足気味です.先月号の6

JH5単管パワー･アンプが相棒で

は, MCカートリッジから十分な音

量を出してくれないのです.

ところが,目の前にあるこの風変

りな球を使えば楽々とゲインが2

ケタを超す(しかも送りインピーダン

スの小さい)コントロール･アンプを

実現できそうではありませんか.

プリアンプに採用するには図体が

でかいのはともかく,ヒ一夕に15

Wもの電力を食うことが難点です.

でも,他に利得を上げる手段がない

以上,そんなことはものの数ではあ

りません.

《参考〉現行プリアンプの簡単な

再紹介
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いわいスピーカにはつないでおら

ず,出力管もOPTも無事でした.

それで抵抗器を慎重に吟味して,

30kn5Wのモールド型無誘導巻

線抵抗器をプレート負荷に入れるこ

とを決めました.多様性の限られる

私の使用経験の範囲では, 2 W以上

の容量のものではめずらしく透明度

の高いものです(音楽性からするとソ

リッド抵抗器も候補に入るが, 6JH5

には柑陸が悪かった).

2.抵抗器負荷版コントロー

ル･アンプの製作

プリアンプの音質の透明化のため

に用意している私の策は, 1年前か

ら大きくは変っていません.単段化

を別にすれば振動を抑えることと,

信号に関わる抵抗器への吟味です.

ただ,振動への対策は, 1年前に考

えていたよりずっと厳重にすべき

だ,という体験認識を得ています.

だから,みかげ石の上に載せ,杏

かけ石を乗せます.球のガラスに直

接に質量を加えるのがいちばん単純

明快でしょう.それ以上のことは球

を作らない限りできません(と思

ラ).つけ加える質量の質も大事で

レンガでも鉄塊でもだめなくらいで

すから,まだまだ検討･改善の余地

があるかも知れません.とまれ,い

まはみかげ石です.

電源とアンプ部とは分離します.

これはおもに誘導ノイズ対策です.

(1)アルミ･タイキャスト･ケース

で増幅部をユニット化

パワー･アンプの増幅部ユニット

に常用しているアルミ･ダイキャス

ト･ケースを今回も使いました.裏

ぶたをはずして石の上に載せると,

ぴったり固定されるせいか,調子が

よいです.

ケースには青緑の塗装を施こしま
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市販ノイズ･フィルター(10A)

結線の良否を現物で確認
(多分,効果はあまりか〕)

▲〈第4図〉

ヒ一夕用にはスイッチング

電源を借用して, 10Aクラ

スのノイズ･フィルタを入

れる

ヒ一夕用の電源高周

波チョークを利用し

てコイルは自作した

結線の良否を現物で確認
(か､がいつながない万力注い)
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つき塗料というのが売られており,

ふつうのスプレー塗料よりアンプに

似合うのですが,ピンク,育, (薄)緑

の3色しかありません.それを混ぜ

て趣向をこらします.緑を2度塗り

してから,乾くのを待たずに軽く青

を吹きかけると,中間の青緑になり

ます.ちなみに青にピンクを吹きか

けると,紫になります.

いささかおせっかいなことをいう

ど,ピンクは一色で使うとオーディ

オ･アンプの雰囲気からはみ出しま

すがら黒などの濃系の帯をつけると,
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存外オーディオらしくないものでも

ない姿になります.

コンパクトロンの12ピン･ソケ

ットには,通信販売で入手したセラ

ミックのものを当てます.これしか

入手力溶易でないという事晴もあり

ますが, ¢26-27の穴にセラミック

を直接に押し当てて,あとから金具

で押え込む構造なので　防震性も高

まると期待できます.思い切って,

UV211のソケットなみのセラミッ

ク塊にピンを配した,プリアンプ用

ソケットなんぞがあってもよいと思

います(ただし球より高価なのはいや

です).

電源との接続には金属コネクタを

使いますが,両方にコネクタを用意

すると費用がかさむので,アンプ側

からはACコードと同様の方法,つ

まり,プラグつきのコードを伸ばし

ます.

(2) B電源には2段のijプル･フ

ィルタ

全回路図を第5図に示します.

整流後2段のリプル･フィルタを

通して,ハムが耳につかないレベル

▲こ抑えました.電解コンデンサは

150V耐圧のものを2個直列にし

て,電配架訂ヒのための抵抗器を並

刊に加えています.この抵抗値が

〈第5図〉抵抗負荷型1号機の全回路図

100 knの場合,最初期に上下配分

のばらつきが出ることがあります.

こういうときは電源を切り,自然放

電を待ってもう一度電源を入れる

と,たいがいほを貌匂等になっていま

す. 3度やれば　アナログ･テスタ

ーにとって等電圧です.

(3)グリッド電流に配慮してIb｡

は5mA

単純極まりないカソード･バイア

ス1段アンプです.コントロール･

アンプという限りは,入力選択スイ

ッチを備えるのが筋ですが,こんな

高ゲインのアンプはフォノ入力しか

使うことがないので,入力ピンは1

系列だけです.音質に大きく関わる

のが音量調整ボリュームです.抵抗

値ができるだけ小さく,形の大きな

ものが好ましいようです.といって

∴ ∴ ･∴ 

∴∴∴∵∴ 

∴∴∴ ∴∴ ��������������������������

も,真空管イコライザに直結するも

のなので,抵抗値をむやみに小さく

●電源部シャーシ　　できません. 30kQのものを使いま

した.

2000のカソード抵抗でプレート

電流I｡｡を5mA流しました.もう

少し多量に流す方がひずみが小さく

なるのですが,グリッド･バイアス

が浅くなるとグリッド電流が流れ始

めるので,抑え気味にしています.

出力カップリング･コンデンサに

は1000 V而艦のものを使います.

B電源ラインにも, 1000V耐圧の
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○パワー･アンプがダンピング係数

0.5とおおむね電流出力でも,ま

ったくの電流出力ではない

○パワー･アンプのひずみが大きい

○プリアンプのプレート負荷抵抗器

が音質を乱している

の3つが考えられます.私は, ③が
I. ･ちぽん可能隆大だと見当をつけま

した.

真空管抵抗負荷は,先月の赤熱･

発煙の前に音を聴き,やっぱり不足

を覚えています.しかし,このとき

は発振の危険をはらんでいる状態で

した. ``発振寸前のアンプは音がよ

辛という評判もあるようですが,

強の実体験では,発振寸前だと音が

鋭いが,情緒や艶に欠けます.だか

ら発振への不安を解消しながら,真

空管抵抗負荷へ置き換えれば,音質

も向上するだろうと期待できます.

難題は,高電圧線路に一般受信管

を入れることに伴う危険をどう回避

するかです.

4.真空管抵抗バージョンへ

の改造

信号に関わる抵抗器は真空管抵抗

▲こ置き換える方がよいという,半年

荊こ出した結論へ,最後には導かれ

FEB　　2006

I �� 
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▲〈第7図〉本横のひずみ率離

1〈第6図)真空管負荷壁抗式に変えた第2号機の回路図

そうな様子です.いったん出した結

論は,まちがっているとわかったと

きか実行不可能な場合以外は,少々

の難しさでは曲げないのがよい,ど

いうことでしょう.

(1)シールドで発振対策,電源起

動手順で安全対策

プレート負荷抵抗器に置き換える

真空管として,内部抵抗が20-30

kJ)の3極管が欲しいといつも思い

ます.でも, 6BN 8以外のそんな管

種は見つかりません. 6BN8はヒ

一夕に0.6Aも食う双2極単3極

管で使いづらいものです.それで10

kQという小さい内部抵抗を我慢し

て,変わりばえしないようですが,

重宝な双3極管12AZ7Aを使う

ことにします. 12AT7も特性は同

じですが,ヒ一夕の対カソード耐圧

に不安があります.

第6図に改造後の回路図を掲げま

す.電源は12AZ7Aのヒ一夕線の

み記入しています.

問題は発振対策です.まず負荷抵

抗管12AZ7Aにはシールド筒を

かぶせます.

つぎに発振の遠因になっている,

電源投入直後の大きな電圧揺動をど

う防ぐかです.下側の6JH5のヒ

一夕のウォームアップが早いと,負

荷管のヒ一夕が生きる直前に700

Vがまるまる負荷管にかかる,とい

うからくりなのです. 12AZ7Aに

並列に200Vのツェナ一･ダイオー

ドを保護用に加える方法が考えられ

ます.でも,容量の大きなツェナ一･

ダイオードが要り,簡単には手に入

りません.

試作中のいまは, 6JH5のヒ一夕

電源投入を遅らせるという手工業

(以前)的な手があります.今月はこ

の電線投入手順で,過渡期の安全を

画ることにしました.

そうすると,今度は過渡期に負荷

管のカソードがB電圧そっくりの

700Vに達することになります. 12

AZ7Aのヒ一夕電位をどうするか

思案を求められます.

それ?,回路図のとおり直流的に

は浮かし, 0.2llF(1000V)のコンデ

ンサだけでグラウンドに落とす方法

を試してみました.さいわいこれで

ヒ一夕･ハムが残脅することはあり

ませんでした.これなら12AZ7A

でも使えます.

増幅回路の定数にも変更を加えて

います. 12AZ7Aの内部抵抗が10
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kn前後しかないので,もとのまま

ではゲインが半減しかねません.そ

こでカソード抵抗を1000に減ら

し,プレート電流を増してgmを上

げることにしました.バイアスが浅

くなるので,わずかながらグリッド

電流が流れ始めます.

でも,プレート電位の変動は,入

力ボリュームの全回転位置で5V

以内に収まっています.音出ししな

がらボリュームを回すと,かすかに

ザザとこすれる音が鳴るくらいで

す.これが絶対にいやだというなら,

ゲインを控えるか, Ebbを1000V

にまで高めなければなりません.

I｡｡は8.2-8.4mA流れ,グリッ

ド･バイアス電圧が-0.8V強とな

りました.負荷管での電圧降下は

100-120 Vです.

(2)電気的特性

ゲインは左が80倍,右が84倍で

した. 30kQの抵抗器負荷に較べ

て, 2/3に減りましたが,音質向上が

果せるなら,代償として容認できる

範囲のうちでしょう.

ノイズを正確に測ると,入力ショ

ートでは左右とも出力端で0.5

mVmsでした.可聴音域外で帯域カ

ットしていない測定値なので,数値

から予想されるほど耳につくことは

ありません.入力に換算すると6

FLVmsr,真空管として優秀という

にほど遠い値です.各所に手を入れ

れば,もう少し抑えられると思われ

ます.

音量ボリュームの最悪位置である

12時状態(入力ピンはインピーダンス

0を仮定)では成績が悪く,左が1.5

(誤)　　　　　　　　(正)
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mVms,右が1.8mVmsでした.た

だし大半が50 kHzの超音波領域

の周波波で　明らかに6JH5のヒ

一夕用スイッチング電源に起因する

ノイズです.

耳には聴こえないというものの,

気持が悪いのでA電源ラインにも

う1段のフィルタを入れた方がよさ

そうです.このままで音出しすると,

音量ボリューム12時位置で不快さ

を覚えるほどではないハム音が聴こ

えますが',音楽が小音量でも鳴り出

せば消えます.

出力ひずみ特性は第7図のとおり

でした. 2Vms出力まで0.1%以下

です.

(3)艶が現われ,軽妙･爽快な音

質

音出しすると,エージング前でも

抵抗器負荷に較べてずっと改善され

ています.音楽にきらっとした閃め

きや甘い官能陸なども味わえる域に

達しています. 1日のエージングが

すむと,もうカンヌ-ンでもリバー

プでも歌謡でも,高音の艶　中音の

こくで現行プリ+4B38アンプに

さほど見劣りすることはなくなりま

した.分解能はもとから上回わるほ

どあります.

ただし,音楽の印象は相当違いま

す.全般的に繊細で高音寄りです.

軽妙爽快な表現を得意にします.中

音の厚み,低音の響きは4 B 38に較

べて薄いようです.出力管の外観の

印象が音につながっているかのよう

です.また4B38アンプには濃さが

あり,激情や毒の表現ならオレ(外形

から)にまかせろという感じです.

●1月号p 77第9図の入

力ピンの撰続を左図のよ

うに訂正します

新アンプには,カンヌ-ンを奏で

てもらいましょう.イラクのカンヌ

ーンはイランのサントゥ-ルに形

(胴をむき出しにしたピアノ)は似てい

ますが,叩いて鳴らすのでなく,は

じいて鳴らすらしくて,中低音が柔

かく,高音は並はずれて甘美な楽器

です.

話が迂回します力㌔ 1カ月前にス

ペインはアンダルシア地方のアラブ

(サラセンというのか)器楽曲のLP

盤を入手しました.ところが,どう

いう場で奏するどういうジャンルの

音楽なのか見当がつきません.

勇ましい太鼓がかならず中途から

入るので,騎兵が広場で馬(らくだ?)

にまたがって曲芸でも披露している

のかね,と思いました.それにして

は軽妙だし,前後の弦などの演奏が

情緒あふれているしと,とまどいつ

つ耳に慣らすうちにはまってしまっ

て,日本では味わったことのない不

思議な空間に投一光生まれるものでし

た.

イラク(バグダッド)のLP盤に,

ほとんど同じ調子の器楽演奏が何曲

も入っていました.歌謡も伴ってお

り,これがなんとすべて恋歌です.

あの繰返し聴いたアングルシアLP

の20曲近い音楽も,これすべて恋

歌だったということでしょう.

USA軍の占領以前のバグダッド

の市民生活がどんな風であったかを

うかがうことができるの?,短かい

2曲ほどの歌詞の一句を引用してお

きます.

｢君の美しきを描くため/僕は画

家になりたい/描きつくせぬと知り

つつ｣

｢大空かけめぐる鳥よ/あの娘に

伝えておくれ/僕は今でも愛してい

ると｣
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