
●分割シャーシと制張で徹底して音質勝負

211シングル･アンプを作る

臆藤井秀夫音

半電流出力アンプとは

ここ1年間でのオーディオ再生装

置の音質向上は,音楽の鑑賞にとど

まらTo,起き伏しする私の心身生活

に新しい世界を,少なくとも欠かせ

ない味を,もたらしてくれました.

この味の来訪が忘れられず-ま

ち,中毒症状は1年前に始ったこと

でもないわけですが一一｢あくせく

と新しいことを考え,四肢を動かし

ています.

6JH5という高圧レギュレ一夕

管で電流出力的アンプをつくったあ

ど,もっと広く一一単段アンプにこ

だわらず-3極管による電流出力

的アンプ,あるいは半電流出力アン

プの可能陸を追ってみたくなりまし

た.電流出力的アンプとは,ダンピ

ング係数D.F.が0.5以下, 0.3く

らいまでのそこそこ小さいもの,半

電流出力アンプとはそれが1前後の

中庸のものを,私が勝手に呼ぶ名前

です.

ついでに, D.F.が0_2以下なら
``半''でも``的''でもない電流出力ア

ンプと,やはり勝手に呼ばせてもら

います.一応,音質についての経験

にのっとっています.D.F. 1を半電

圧出力アンプと呼ばないのは,-ど

0との音質上の真ん中は2あたりと

耳で見当をついているからです.

3極管による電流出力的アンプ

は,素裸の回路としてはめずらしい
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ものでなく,高内部抵抗の3極送信

管を正ドライブする形のアンプが昔

からたくさんつくられて,いろいろ

と発表されています.ただし,たい

がい負帰還をかけてD.F.を2以上

に持ち上は電圧出力アンプに変え

てあります(ああ,もったいない).

負帰還をかけなければ電流出力

的アンプなり半電流出力アンプに,

時には正味の電流出力アンプになる

でしょう.これらは正ドライブ領域

でグリッド電流が流れるので,それ

に負けないよう,掴幅段のあとにパ

ワー･ドライブ回路を持つのが通例

です.

私がわざわざ改めて可能陸を探っ

てみたいと思うのは,萬r｡3極管を

単純に増幅1段で働かせるもので

す.つまり,パワー･ドライブする

A2級アンプでなく, Al級アンプで

す.要するに,ただのアンプです.

というのは, 6JH5シングル･ア

ンプが特徴的な音質を持っていたか

らです.多極管の電流出力アンプに

較べて明朗,爽快で,厚みや渋み,

響きや妖艶を求める音楽には不向き

ながら,曲によってはずいぶんと好

ましく感じる,あなどれない長所を

持っているからです.たとえば女

声歌謡など若々しく,ときにぐんと

かわいく聴こえてます.

6JH 5アンプのこの特徴は,テレ

ビ用コンパクトロンという管種に由

来しているのかも知れません.しか

し,電流出力的3極管アンプという

動作様式に由来する可能陸もありま

す.どうなのかは,もっといろいろ

作ってみなければわかりません.

そこで今月は,高r｡オーディオ3

極管の中でいちばん有名なUV 211

のシングル･アンプをつくることに

しました.もともとオーディオ管で
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てゆくことにしました. B電顕電圧

1000 Vで無信号直流電流を70 mA

流し,負荷5kQを与えることにし

ます. Ibが140mAまで飽和しない

ど(勝手に)仮定すると,第4図のロ

ード緑園から約12Wの出力が得

られる計算です.プレート損失70

Wのほぼフル稼勘です.

結果的に,これでIb｡やRLに変更

の必要はありませんでした.またこ

の定数設定はハンドブックの動作例

(Ebb lOOOV, Ib.65mA, RL7kQ)荏

それほど遠くありません.なお,撹

格表のgm 3800 IIS II12から計算す

ると, 211のr｡は3.2kQというこ

とになりますが,実測では5kQで

した.負荷が5kOなら, D.F.はち

ょうど1です.

(3)正600V,負400Vの上下振

り分けB電源

B電源は2カ月前の6JH5シン

グル･アンプ用の電源ユニットを借

ります. 211のIb｡は70mA,

6JH5は30mAと電流がずいぶん

と違うのですが,こういうことがあ

(a)一般的を正負電源

(第4図)

見込みで描いた5 kOの

負荷繚　これでもはす親電格

に近い動作特性となった

Ib

140 mA

(期待値)

70 mA

ると予期して400VAの大きなト

ランスを載せていたのです.電流が

増えると電圧が降下するので僧正

整流へ引き出すタップをAC400V

から440Vへ変えました.

感電の際の安全を考えて,正負振

り分けの1000Vであること,信号

コモンとなる負電源ラインのリプル

を抑えるために工夫が凝らされてい

ることを, 2カ月前にご説明しまし

た. ｢股の正負振り分け電源が第5

図a)であるのに対し, (b)のとおり残

留リップルを正側だけにしわ寄せし

ています.正負への振り分け比率は

抵抗RlとR2とで自由に変えられ

(ら)負ラインのリップルを激減させる

変則正負電源

1000V Eb

-1-ト

ます.いまは+600V, -400Vで

す.

この回路はグラウンドへ電流を流

すと, RlとR2とによる分圧比を乱

すので,正からグラウンドへという

ように正負の片側だけを電源に使え

ません.前掴値段のB電源を供給す

るのが面倒ですが,のちに説明する

ように工夫すれば,特性上の不都合

なく増幅部を組めます.

B電源ユニットの回路図を第6

図に示します.新たに増幅部用の簡

易レギュレート電源を中に追加しま

すが,この詳細は次節に記します.

(第5図〉

負のカソード･ラインか

らリップルを除く方法

'増雪回路)-.53"AVA4Co40' 
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前段と一夕用コネクタへ(増幅部回路)

(第6図〉本機のB電源回路. 1000 Vを+600, -400 Vに分割している
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(第10図〉最終的に採用した低出力インピーダンス増幅回路

オーム･アッフ期間中だけグラウン

ドをカソードをショートする保護用

のダイオードを挿入します.小信号

用のもので十分です.

+250Vをつくるレギュレ-タ

は高耐圧MOS-FETとツェナ一･

ダイオードからなる簡単なもので

す.この全250Vのツェナ一･ダイ

オードへ流す2mAほどの電流だ

けは,グラウンドへ還流させざるを

えません.そのぶんを見越して,正

負振り分けの分圧抵抗(第5図b)の

Rl, R2)を調整しておきましょう.レ

ギュレークからの送り線には,小抵

抗を介して電解コンデンサを入れ,

音質への影響をなくします.増幅ユ

ニット側でさらにフイルム･コンデ

ンサを加えます.

増幅部は,回路図を眺めるぶんに

は,とりだてて変ったところのない

真空管抵抗負荷の単純な1段アンプ

です.でも211をドライブするため

に目いっぱい働いているので定数

はぎりぎりです.プレート負荷管

6R-HH2はグリッドを直接にカソ

ードへつなぐ2極管接続にしていま

す.このアノード･カソード間が80

Vくらいになるのが適当です.

B電圧が250Vだと,増幅管6

RH2のプレート電圧は170Vと

最大定格ぎりぎりですが,これくら

いないと十分な出力振幅が得られま

せん.プレート損失は下側2.5W

上側1.2Wと,まずまずゆとりが

あります.

3.ぢかに石の上に立つ5身

合体211シングル･アンプ

2度も書いたとおり,往年の憧れ

の球というのはつくづくそのとおり

なのですが, 10年あまりにわたって

アンプ製作記を本誌に綴りながら,

この管を手にしなかったのは妙な話

だと,いまさらながらに気づきます.

言辞を書く限りは,そのつど何力新

味のある技術なり工夫なりを加えた

回路で動かしてみたいという気特が

あり,とくに愛敬のある管にはその

気特が強く働くことが.,かえって遠

ざけることになったのかと思いま

す.

このアンプは電流出力的3極管ア

ンプという,現オーディオ界の習わ
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●増幅管は6 良-H 2,抵抗管は6 R-HH 2.管高がちがうが,かまわずみかけ石を載せて帝峨藁する
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LB電源
ユニット

れ成　出力段の製作に危ないことや

難しいところはありません.頭を悩

ますのは,カソード抵抗を適正値に

決めることくらいです.出力段の回

路図は第11図のとおりです.出力

トランス･ユニツiトと合わせて図示

しています. 68m抵抗2個による固

定ハム･バランサに6800をつなぐ

と, 70mAのI｡｡が流れました. Gl

バイアスは約50Vです.バイパス･

コンデンサはフィラメントの両端に

加えています.

負電源ラインとグラウンドとの間

には0.3-0.47llFのフイルム･コ

ンデンサを入れます.正電源ライン

にも0.2lIFくらいを出力トラン

ス･ユニット内で入れますが',こち

Lchフィラメント　Rchフィラメント

__A___L____A__A___
F+L F-L F+級

Lからすれ〉耕日当風変りで　お固い

人からは邪道といわれかねないほど

すっ飛んでいるといえるものです

が,内容をいってみれば211をある

がまま使うというだけのこと.原初

的で赤裸々で素朴なものです.

こういうものに私自身が注目して

新鮮さを感じるようになったのは,

石とユニット分解がもたらす音のお

かげです.みかげ石と合因薄進の縁

です.どちらも振動対策をアマチュ

ア的に,確実に頑としてやるために

思い立った手法です.姿を眺めれば

やっぱり原始的で,ただそのままと

いう雰囲気ですね.

縁としてはいまひとつ筋のわから

ない縁です.こうしたものの熟成で

211アンプに手をかけることになっ

たとは,宙に浮いているような奇遇

なのか,石のようにただそのと括り

の自然なものなのか,とまれ妙な屈

曲を経て,いまようやく211の立ち

姿を目前に眺めて,アンプを作るこ

とになっています.

0　　　　　　0　　　　　　0

久しぶりのタングステン･フィラ

メント球アンプの製作です.我流で

最強の防振を施した出力管ユニット

の構造はすでに示しました.これを

載せる大きなみか一掃も,はるばる

自転車で新しく調達して来ました.

今月はB電源ユニットを他アン

38

FR †A電源ボックス

プから借用したので,出力トラン

ス･ユニットも単独に組みます.出

力トランスはISOのU-8087､,こ

れを2個積んで　スピーカ用ターミ

ナルだけを並べるケースです.これ

は特に肪振しません.

フィラメント用A電源ボックス

も独立しているので,前段増幅ユニ

ットを合わせると,なんと5ユニッ

トの組み合わせという大がかりなパ

ワー･アンプになってしまいました.

移動が面倒ですが,その代りそのう

ちのどれかを他アンプへ貸すという

芸当力漕単にできます(コネクタの適

合とピンの対応には厳重注意ながら).

カソードを-400Vの負電位に

置いていることを忘れないようにす

揉汝,‡＼i＼ ∴∴ 剪� �������������������ｳ｢� 

∴ �-2� �� � �� ��塗 
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●独立したシャー

シの出力部内

部.ソケットを

シャーシに止め

るビスの頭が直

接みかけ石に接

する
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置彊冒
にあったのですから,悔しく思うこ

とはやめましょう.低域周波数特性

も第15図のとおり30Hzの軽い

盛り上がりがなくなるだけで大差

ありません.

問題はグリッド･チョークの有無

による音質差です.この試験は晴れ

た日にやり,どちらにしてもさすが

に211だと満悦する音だったと,ま

ずは申し上げておきます.でも,差

は悩ましくありました.ピアノのピ

アニシモ消え入りでは,どちらでも

ふあっ～としだ羽毛の触感があって

それほどの差異を覚えなかったので

すが,ダイナミックなピアノ演奏や

ヴァイオリンでは違いが現われまし

た.かなり迷う結果です.

高音では,チョークがない方が繊

細･ち密で　ピアノの光滑も余韻も

感じられます.ヴァイオリンの哀感

も甘美な抱擁感も上回ります.推移

がデリケートです.ところが,低音

の響きカ薄れます.太さも厳そかさ

も引っ込みます.念のためチョーク

をつけると,高音は丸くなり,前へ

は出ますが,平坦です.しかし低音

がめりはりを持って豊かです.

いったいどちらを選択したもの

か,よいとこ取りというわけにもゆ

かず,判断がつきません(もっと優秀

なトランスを買ってこい?　その選択

肢は後日に検討します).それで,耳慣

れない楽器の中近東やインドの音楽

を演奏してみました.すると,チョ

ークがヴェールを1枚かぶせている

ど,はっきり感じられます.チョー

クをはずしたとたんに,さっと見透

40

〈第13図〉

チョークつきのときの

高域の周波数特性

しがよくなります.

≪聴覚についてのある仮説≫

これまでもピアノやヴァイオリン

など(特別に風変りでない人声歌謡を

含む)聴ぎ瞑れた楽器では,アンプに

よる音質の差力聴き分けにくく,氏

族音楽など耳新しい楽器の音楽で

は,逆に(多分)実際以上に違った音

に聴こえるという体験を,繰返しし

ています.数度しか聴いたことのな

い楽器では,アンプがちょっと変る

だけで　まるで違う楽器,ときには

違う曲に聴こえます.

前半については, "長期間(おそら

くとりわけ成長期に)聴き慣れた楽器

の音は,少々かすんだり濁ったりし

ても聴覚が音色を補完する''と考え

ると,説明がつくように思います.

後半については,つぎのようなから

くりが鋤くのではないでしょうか.
``再生音がくすんでいると,耳が

既知の楽器に当てはめて音色を補完

してしまう.したがって,その楽器

でしか表わせない心情･綾が消失す

ることになる.再生音の透明度が増

切る　　211

カソードへ

〈第14図〉チョークを切りはなす

〈第15図〉

チョークをはずした

ときの周波数特性

してその楽器特有の音色が目立ち

(耳立ち)だすと,補完が不可能にな

って先入観(聴)なしに聴き始める.

ここで初めてその楽器個有の音楽性

が感受される''

-こう考えると,音階からずれ

たり揺れたりする音を多用するアジ

アの音楽について,アンプ振動対策

をちょっと怠るだけで味わえる音

楽性が一気に希薄になるといった体

験が説明できるように思います.

とはいえ,耳慣れない楽器は原音

を知らないことが多いわけで違い

が歴然としても,どれがほんとうの

音力嘩掘りしづらいともいえます.そ

れでも``音が通っている'', ``見透しが

よい"という感じは,かなり肉感的

にわかるものですご少なくともLP

レコード音楽の場合は.

ここで仮設として挙げた"祷持論巨

万'が実際にあるとすれば聴き瞑

れた楽器に対しては有効で有難い能

力ですカキ　なじみのない楽器につい

ては聴き損いの原因になるわけで,

両刃の剣といえます.このような両

刃性は,異質な文化や思潮,習慣や

風土に対する類推的な理解力につい

てもいえますね.

いろいろな民族音楽を聴いている

と,文化についてもこの種の根本的

誤解が生じる可能蛙を知ります.

4. 3極管らしい半電流出力

の音を楽しむ

送信ビーム管の4B38シング

ル･アンプとの上臨き試聴をやりまし

輿. 211アンプは,低音の響きより透

竃二;星霜目
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明さを優先して,グリッド･チョー

クをはずしました.

すでに記したとおり,ピアノの消

え入りで羽毛の触感を十分に味わせ

てくれます力㌦　211の方が柔かく,

4B38では羽毛の光清を感じさせ

ます.このあたりが半電流出力と電

流出力との差かなと思います.

2カ月間聴いて耳になじんで来た

イランの曲から試聴してみました.

サントゥール(古ピアノ)はちょっと

きつい華やかな音を出しますが,こ

ういう楽器の演奏は211だと華麗

すぎて情を表現することが苦手のよ

うです.新しく入手したLP盤には,

中ほどでもう絶頂かと思ってしま

い,もっとあとで,いよいよほんと

うの絶頂だと思ったその先に2つは

ど山のあるサントウール演奏が入っ

ています.これは211だと麗美が過

ぎて,頭の中にきらきら宝石泣･粉

がちりばめられます. 4B38で聴け

i捕熱が波状に押し寄せる緊迫した

曲なので　こちらがほんとうだと思

います.

同じように波状の激晴が押寄せる

ベートーヴェンのピアノ･ソナタ『テ

ンペスト』や『熱情』を続けて聴い

てみると,ベートーヴェンが大間の

現実生活の中から生まれ,あふれ出

して飛翻します.絵画になぞらえれ

葺ドラクロワやミレーです.ところ

がイラン(やインド)の音楽はもう現

実から浮き上がったところの,純化

された心情から始まります.絵画で
1.,えばゴッホやそれ以降のフォープ

や抽象画みたいです.

というのは,このような近々代あ

るいは現代絵画を観たあとドラクロ

ワに覚える現実的な安心感に近いも

のを,イランやインドの音楽を聴い

たあとベートーヴェンに覚えるから

です.音楽史は近代絵画とは進みか

たが逆だ,という感慨を覚えます.

MAR　2006

イランの音楽でももっと柔かいカ

マンチョ(4弦ヴァイオリン)になる

ど, 211が生きてきます.日本の民謡

歌手でさえど胆を抜きそうなくら

い,階調メロディよりもそれからの

ずれや揺らぎに, 2弦応答の謁歩よ

りも先走りや中断,あせりやはずし

にこそ情緒の本体があるような曲で

す. 211はこういう絶妙のうねりや

間合いをあますところなく表現して

くれます.今度は4 B38の方で弦に

刺激的な鋭さがあり,少し耳につき

ます.でも,そのぶんいっそう心情

の遠くまで運ばれるようでもあり,

好みの範囲といえるでしょう.

イラクのウードという弦楽器にな

ると,明らかに優劣が運転します.

アラブの音楽も音階のずれや振るわ

しを重視するらしく,東洋の琵琶に

相当するがフレットがない,と緒説

にあります.弦の柔かさや甘さに加

えて,胴のふっくらした響きが大事

な演奏だと思われますが,これは

211アンプが豊かに盛り上げてくれ

ます. 4B38だと弦のひげまで聴こ

えるよう?.これに耳を奪われて胴

のふくらみ(写真で見ても丸くふくら

んでいる)を感じられません.

なお,イラン音楽もインド音楽も

そうですが,アラブでも器楽音楽は

旋法の大わくをはめたうえでの月瞑

演奏のようです.音階の振るわしは

とても繊細で微妙です.

ふつうの人声はアンプによる音質

差が現われにくいといいましたが,

しぶみのある,やや中性的な女声と

いうのは,逆にアンプによる差が極

端に出ます.日本の力畷彊銘己子など,

男女のデュエット曲を1人でもこな

せる(声音を使い分けるわけでもなく)

ような歌手ですが,こういう女声歌

謡は211だとかなり若々しく聴こ

えます.イランの女陸歌謡でもそう

です.それでも6JH5アンプのよ

うにかわいらしくなってしまうほど

ではありません.

D.F.を1から下げるべきかどう

かという問題については, 3極管ら

しさを頃合いよく保つという点で

このままでよいと判断しました.

最後に211がどんな音楽を奏で

るか,楽しみにしていたLP盤をか

けます.インド弦楽器といえばシタ
ールしか知らないものが, ``北インド

音楽''というラベルだけ見て中古レ

コード店から買って帰ったもので

す.わけのわからないまま針を落と

して,昔はやったのこぎりの刃をこ

すって奏でる曲のようにうねうね音

階が揺れるのに驚き,興が乗ってく

ると胴をたたいているらしいのでさ

らに驚き, B面へ移るころには"こ

れはただ者でないぞ'と坐りなおし,

B面真ん中あたりで眼の中に黒赤白

緑の像力踊り,あとは☆☆☆になっ

たサロードの演奏です.

シタールよりいっそう音階からは

み出すので　インドでも扱いの難し

いリュート系の楽器らしいです.高

音はシタールより柔かく,中低音は

厚い音色です.

4B38では抑揚が鋭く, A面のゆ

ったり部で時折タプラ(太鼓)の向う

へ引っ込むことのあったサロード

が,前に出ていっそう哀しく麗わし

く歌ってくれます.かといって,タ

ブラの迫力と軽妙さが萎えるわけで

はありません.甘美ではるかな時の

流れを味わうには絶妙だと思いまし

た. B面に入ると,耳も心もアンプ

のよし悪しウシヌンどころでなくな

ります.日本人の心情の天井を2段

ほど超えるようなエクスタシーを煽

ってきます.音楽でも何でも,この

世にはあると思っていなかったもの

もあるものだ.あろうものはあるの

だ,という感激です.
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