
7 P-MT出力管ながらなかなかの実力を発揮
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久々に小型管のシングル･アンプ

を作って見たいと思います.そこで,

雑誌醸されていないヨーロッパ管

を探してきました.

7 PMTの出力管

球の紹介です. A2134はMAR･

CONIやGECで作られた7ピン

MT管です.シリーズ･レギェレ一

夕用の5極管です.私が見たのは黒

化プレートとアルミクラッド鉄の物

があるようです.時輯GECのデカ
ールが貼ってある物も見かけます.

ヒ一夕電力は6.3V･0.635Aで4

Wと意外に少なくなっています.

プレート損失9W　スクリーン･

グリッド損失3 Wですが,三溝時に

は合計値と同じ12Wまで許容さ

れています.最大プレート電圧スク

リーン･グリッド電圧ともに300V
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です.しかしヒ一夕電圧違いの　〟sglOとなっています.そのため三

N37とN108の最大電圧はプレ一　緒時にはゼロ･バイアスの時プレー

ト･スクリーン･グリッド共に165V　ト電圧100Vで100mAも流れま

までです.レギュレ一夕用ですから　す,類似管は見つかりませんでした.

gmも大きく9.5mS電圧増幅率　　7ピンMT出力管で有名な球は
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● A2134の舛高熱化プレートであることがよくわかる
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ら, 3極管の相当管はプレート損失

15W l19.7,割nlO.5mSの6R

A8が近いと思います.

ここまで書いて2006年4月号の

KT 33 Cシングル･アンプを思い出

し,その言辞を読み返しました.そ

の時の音質が良かったのが初段管

E90Fでした.そこでまたもや採用

することにしました.E90Fですが

マランツ8Bの初段に使われた, 6

BH 6の高信頼管です.しかし, E 90

Fは7ピンMTのためと,欧州名で
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規格がわかりづらいせいか,キョ-

ド一にまだありました.

ビン配列が違いますが, 6AU6

勘まぽgmなど近く差し替えがき

くと思います.話が前後しますが今

回は熱的にも考えないといけないと

思いました. A2134は7ピンMT

管でヒ一夕等もあわせて16Wの

熱損失があります.ですから管壁温

度の上昇が大きくなります.そのた

め,出力管の回りに通気孔を開けて

放熱に努めなければ出力管の寿命を

損なう恐れがあります.また, 7ビ

ンMT管の上60mm近く管長が

あるのでA2134を10mmほど沈

める奉にしました.またE90Fは

背が低いのでバランスをとるために

沈めずそのまま取り付けることにし

ました.また真空管保護のためと外

形が間延びしないように,ラック用

取っ手を取り付けました･.シャーシ

が大きめなのでポリェ-ムもつけま

した.
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(53+9+3) ×2-130(mA)

としました. B電源巻き線の電流

容量ですが両波整流ならば　そのま

まで0.13Aですから155(Ⅴ)×

2(巻線) ×0.13(A) -40.3(VA)に

成ります.

ブリッジ整流ならば電流倍率1.6

をかけて155(Ⅴ)×0.13(A)×

1.6(倍)≒32.3(VA)と小さくなり

ます.ヒ一夕は(0.635+0.15)×2

×6.3(Ⅴ) ≒9.9(VA)が最低限必

要です.両波整流ですと50.2 VA

ブリッジ整流だと42.2VAになり

ます.春日無線で特注する場合,両

波整流だと1サイズ大きな電源トラ

ンスになってしまいます.そこでロ

ーコストに出来るブリッジ整流で行

くことにしました.発注時に値を丸

めて155V 0.22Aと6.3V･1.8

Aとしました電源トランスのとこ

ろで整流を済ませたいので空き端子

を3個つけました.

回路について

回路の説明ですが,今回はオーソ

ー細事/-/- 剪� ����h�����
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●シャーシ上の那覇配置を見る

ドックスな回路になっています.求

リュームの後510k(屈まグリッドが

オープンになるのを防止するためで

なくてもボリュームに異常が無い限

り問題はありません.グリッドにシ

リーズに入っている2 ㍍!は発振防

止抵抗です.ヨーロッパ系のアンプ

では良く採用されていますbS,アメ
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●右サイドより見る
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リカ系のアンプではほとんど見かけ

ません.カソードのバイアスは分割

してNFBを掛けられるようにな

っています.

E90 Fの負荷抵抗は柔らかめな

音質のカーボン抵抗100 kOとしま

した.カップリングコンデンサは

MTB400VO.22llFシャープな

音が好みならば耐圧630 Vの方が

シャープになります.またASCを

使うのも良いでしょう. 250Vにす

るとさらに柔らかめの音質になりま

す.出力管はA2134を自己バイア

スで瞑っています.バイアス抵抗は

15002W以上の物を入れてくだ

さい.

またバイパス･コンデンサも330

〟F以上のものがいいようです.ス

クリーン･グリッドには100flを入

れてありますが電流を見たかったの

で入れました.ですからこれは無く

てるかまいません. 6番ピンは規定

されていませんが,実際に当たると

カソードに接続されていました.千

すからIC端子となります.

出力トランス2次側160端子か

ら3.9kOで12.OdBのループ
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で,そのようになっています,

高域の位相補正を行なう時は10

kHzの方形波で行なっています.フ

ァンクション･ジェネレータもあり

ますが安物のため安定度が悪くグラ

フにしていません.低域に関しては

良く伸びていますがほんの少し山が

ありますが問題ありません.

ひずみ率は10kHzO.06%が最

低です.目標の3Wまでは届きませ

んでしたが最大出力は2.88Wあ

たりがクリッピング･ポイントにな

まあ　　　ります.クリップははっきりした形

芝が　　　で現れますがカットオフはあまりは

)オ　　　っきりしません.カットオフ側から

Z～　　　　ジリジリとひずんでいく感じです.

レの　　　ひずみ率は100Hzがコア･ボリュ

ームの点と出力インピーダンスの

為,少し悪くなっています. lkHz･

10 kHzのひずみ率はほぼそろって

います.クロストークはlkHzで

60dBでした.

音質について

音質ですが7ピンMT管とは思

えません.ふっくらとした音質で低

域はス-と出る感じですが量感があ

ります.高域はとげとげしさが無く

いい感じです.このように葺くと高

域が出ていないように思えます力も

そのようなことはありません.アン

プを見なければKT 66あたりが鳴

っているような感じです.興味のあ

る方は春日無線で聞いてみてくださ

い.

反省点ですが,最嚢那こ真空管の配

置です. A2134-E90F-A2134-

E 90 Fで並んでいますが,ヒ-タ配

線がやりづらくなってしまいまL

7.I. E 90 Fを真申に寄せて点対称に

作った方が良いでしょう.その方が

残留ノイズも下げられると思いま

す.

ソケットですが,下付けのものを
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使うなど考えれ!球の保護としては

良かっだのですが,シャーシを逆さ

まにした時,球が少し曲がってしま

います.

計測楼器は,パナソニックVP-7720

A(オーディオ･アナライザー),日立Ⅴ-

552 (オシロスコープ),サンワ

PC500 (デジタル･テスター)他を用い

ました
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