
巨大なOTLアンプが持ち込

まれた.′

しばらく紙面をお休みしていまし

たが,アンプ作りを休んでいたわけ

なく,大変な代物と格闘していたの

です.

昨年10月の中頃,次のアンプの

準備をしていたところ,日頃お世話

になっているT氏から電話があり,

製作中のアンフ乃湾業多忙のため,

約束の期間に間に合いそうもないの

で,後の作業を代わってくれない

か?　という話でした.

2-3日して持ち込まれた代物

演,横Im奥行き15cmというト

チッモナイ物で,その上に大小4個

もの電源トランスと12本の6

AS7G　巨大な250WIOOOpF

のケミコン4個が林立し,裏を返す

と初段管用のヒ一夕･トランスが2
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個取り付けられています.

なんとか作業台の上に置いたま

ま,何日かため息混じりで眺めてい

る始末でした.

T氏に回路図はと聞いたところ,

｢お任せします｣とのことです.ご経

験の向きもおありでしょうが,要点

を聞いて最初から手を付けた方が全

ての点で上手くいくものですが,い

まきa悔やんでも仕方がありませ

ん.この巨大な代物に作業台を占領

され計画中の試作は全部取りやめ,

怪物アンプを仕上げるハメになりま

した.

黙ってシャーシ裏をニラミつけて

も何の解決にはなりません.

このアンプの電源トランスは下記

の如く用途別になっています.

出力管のヒ一夕･トランス,出力

管のB電源トランス･出力管のバイ

アス電源トランス,電圧増幅管B電

源トランスの4つがシャーシ上面に

搭載され,シャーシ内部に電圧増幅

管ヒ一夕･トランスが2個組み込ん

であります.

このアンフが持ち込まれたとき,

主要部品は取り付け済みでシャーシ

内部には多数のラグ板の取り付けと

そのラグ板の取り付け端子に沿って

アース･ラインが縦横無尽に張り巡

らされていました. 6個もの電源ト

ランス,然も1次側の緯線が済んで

いるのは2個だけという状態です.

作業台にのせたまま,すぐには取り

掛かれなかった,一番の理由は原作

者T氏の設計意図が飲み込めなか

ったからです.

作業方針が決った

毎日眺めるうちに,作業方針が何

となく浮かび上がってきました.香

源トランスが別々であることを幸い
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A-最初の電源回躍

2SC3559
260V 0V 

260V 

B一最終決定電源回読

〈第3図〉亀田割疎箆の高田勅題】玲

グ･テストをしていたとき, T氏武

のアース･ライン引き回し法に不慣

れなだめ,ラグ板端子とアース･ラ

インが接近している事に気付か34,

2次偵騙i子の何れかが重力の向きが

変わったのカ源因でアース･ライン

に接触し電源トランスカ瀕摸したの

です.

代替品がないとのことで,急遽手

持ちのアイエスオーST30Sに交

換したのですが,ドライバーの供給

電圧が低くなるため,ドライブ電圧

値を心配いたしましたが,リップ

ル･フィルタの調整で上手く行った

ようです(この手のプリアンプ用電源

トランスは立てても使えるような付属

品が付いてるので同じ個所に上手く収

まった).

出力管のヒ一夕回路

6.3V2.5Aのタマを12本も点

火するのはそう簡単にはいきませ

ん. 2.5Ax12V-30Aと言う巻

線を成立させることは尋常ではな

く,さすがのT氏も6.3V30Aと

APR. 2009

間を解決されたようです.

6AS7Gのヒ一夕1本当たり,ほ

Ac主電源回路へ　ぽ6･3Vになるように差し替え嗣

いう途方もない巻線を設けたトラン

スを特注する気にはならなかったよ

うで,出力管のヒ一夕の電源トラン

スは2次側に38VOV38Vと言

うトランスを使い6本ずつ2系統に

分けヒ一夕を直列に繋ぐ事でこの難

盤がなされたようで　6AS7Gの

箱に挿す場所が指定してありまし

輿.

バイアス電源回路

SEPPのバイアス回路で-C電

源を要するのは,下側の出力部だけ

でよく.上側のバイアス電圧は上側

出力管のカソードと下側出力管のカ

ソード間に2個の抵抗器を直列に挿

入し, 2本の抵抗器の接合部に上側

出力管のグリッド･リークを接続す

ることで,上側出力管のグリッド電

圧がカソードに対して-C電圧に

なるように,上下何れかの抵抗器の

値を調整することで適正なバイアス

電圧力滞られますの?,改めてバイ

アス回路を設ける必要はありませ

ん.

バイアス電圧値を決めることは出

力管の動作を左右する大事なところ

なので,出力管6AS7Gのプレー

38V

上側6AS7G x 6ヒーター直列回路へ

下側6AS7G X 6ヒーター直列回路へ

A出力管ヒーター回路

Rx　　　　　　　24V

B　出力管バイアス回路

(第4図〉出力管ヒ-タ回路及びバイアス回路
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Vに調整することしました.リップ

ル･フィルタのエミッターと出力管

の間に1mと100の抵抗器を直列

にした物を挿入していますが, lQ

の方はこのアンプの全B電流を計

る電流計のために設けたもの?, 10

0を取り付けた理由は後述します.

主電源の調整

この調整作業はイキナリ出力管を

差し込で行うにはリスクが大きいた

め,出力管を抜いておき,替わりに

ダミー抵抗を仮付けし調整しなけれ

ばなりません.ダミーロードの抵抗

値を決めるには,出力管が図上計算

通り働いたと仮定すると,プレート

電圧120Vx2-240V,バイアス

電圧-60Vの時プレート電流は

360mAとなります.

オームの法則のR-E/R式に数

値を代入すると,

R-240/0.36-670 請

となります.

ダミーロード抵抗器で消費される

唾力は, 0.36×036×670≒87 Wと

なります. 670m87Wという抵抗

器は特注でもしない限り入手できま

せん.大容量の巻き線抵抗器を何個

か用意し,それを希望の数値になる

よう直並列にし合成する他によい思

案はありません.

どうしようかと思案していると

き,ふと以前ジャンク屋で75090

Wの抵臓器を10類本購入していた

ことを思い出しました. 75×9-675

0となり,ドゥヤラ使えそうなので,

ジャンク置き場を引っかき回して,

75090Wの抵抗器9個を実験室

に持ち込みました.この抵抗器は長

さ190m,直径30mmもあり,これ

を9個直列に繋ぎますと相当大きな

空間が占領されます.

少しでも空間を節約しようと,写

真Aのように9本の抵抗器をリン
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〈第6図〉プリアンプの回路図

グ状に配して床の上に転がし,月幡

ダミーロードをデッチアゲ両端を

+B点と-B点に繋ぎテストを始

めました.リップル･フィルタTR

のベースコレクタ間の抵抗器を請簡

して240Vに設定し調整作業は順

調に進んだのです.この時に使用し

たTRはHeが大きい物を使用し

ていたのです.

hfeの大きなTRではバイアス

抵抗が大きな値になりベースに入っ

た大容量ケミコンとの時定数が大き

くなり+B電圧の立ち上りユツタ

リと上昇していきますので,兎電電

流も緩やかになり, TRに大きな負

担力潤･かりません.

ところが最終繭整の段階で,誤っ

てダミーロードをショートさせてし

まったのです.ショートした理由は,

この抵抗器の取り出しが大きな金屑

のリングで作られA. B両騎手の絶

縁を怠っていたことと直列にしてい

た抵抗器の両端が接触しないような

配慮を怠り,謳軽作業に熱中しダミ
ーロードが何時の間にか近づいた事

に気付かず,ダミーロードをショー

トさせてしまったのです.パーンと

いう音に驚き慌ててスイッチを切っ

たのですわ潤に合うはずもなく,高

価なTRをオシャカにしてしまい

ました　これに懲りてボール紙でつ

くった簡易ホルダーを作り写真B

のような配置にしまLTt. TRの破

損をT氏に連絡したところ,もう手

持ちがないとのことで,何とか手に

入れたいとWebサイトで同等品を

ラ　ジオ技術



探したのですが,いずれも在睡0と

いうことでした.

実はこの時点で行き詰まってしま

ったのです.手持ちのTRのなかか

ら最も容量が大きい2SC3320を

持ち出して繋いだところ,大容量ケ

ミコンの充電電流のため一瞬にして

壊れてしまいます.考えあぐねたあ

げく,編集部を通じて本誌でお励轢

みの山崎浩氏に教えを請うたのです

那,山崎氏の解答はバイポーラTR

の場合,出力側とケミコンの間に10

0の抵抗器を入れれば多分収まる筈

だとのことで,早速10m2Wの金

属被膜抵抗器を入れると上手く動作

するようになりました.

正に地獄で仏とはこのことで,山

崎氏には誌上をお借りして厚くお礼

申し上げます.

出力回路の調整

調整の段階でわかったことです

那,今回使用した6AS7Gの各ユ

ニット当たりの常陸がバラバラで;

ユニット同士のカットオフ電圧が比

較的揃った物を多数の中から選択し

たのですが,まったく同じという物

はなく,上側出力段のPK問~印す出

力管のPK間の電圧が等しくなる

ようにDCバランスを取っただけ

で最終テストに入りました(SEPPの

DCバランスは普通のPPのように電流

値を揃えるのではなく上下の電圧値を

揃える).

すべての調整を終え,入力端子か

ら信号を入れ,出刀l Wでの出力波

形を見ると無帰還ではB級プッシ

ュプル特有のノッチング波形か滴に

現れています.そこで,約28dBの

負帰還を掛けてみました.波形はミ

ゴトな正弦波に変わりました.クリ

ッピング時の波形を見たいと思いま

したが,そのときのプレート電流の

値を考えると,とても出来るもので

APR.　2009

はなく, 10Wの時の歪みが1%を

切っているのを確認し測定を終える

ことにしました.

このアンプを試聴してみたかった

のですが, T氏よると納期が迫って

いるとのこと?,この状態で耐久テ

ストをした後,納入するために我が

家を訪れたT氏に引き渡したこと

ははなはだ残念なことでした.

後日,音出しの結果を聞いてみた

ところ大好評だったとのことで,脂

を撫で下ろしました.その後,この

パワー･アンプに適したプリアンプ

も作って欲しいとのことで第6図の

ような回路でアイデアルの4号シャ
ーシを使い,作り上げましたが調

整力所がまったくなく,回路も1段

電田翻酷の後にカソード･ホロワ

出力段を付け加えただけの簡単な物

なので2-3日で完成し納入したの

ですが,このプリアンプも好評との

ことでした,

しかし,この怪物パワー･アンプ

を何とか仕上げた後〉輔も根も尽き

果て,気力を取り戻すには相当な日

時が必要なようです.

しかし,このような構成の低RL

OTLアンプに使用出来る電源トラ

ンスは市販されていません.殊に出

力管のヒ一夕･トランスはジャンク

品の中から見つけ出すカ特注に依る

ほか入手の方法はなく,製作を諦め

る方が多いものと思われます.昔武

末先生が多くのOTLアンプを発表

された時,その記事を見て,いつか

自分もと幾度も考えたのですが,電

源トランスや特殊なチョーク･コイ

ルの特注という文字に怯え続けた昔

が思い出されます.しかし,数10年

ぶりに, OTLアンプを手がげ, NF

調整やDG ACバランスの容易さ

を考えると,このような大規模でな

く, 6AS7Gと同規格のRCA-

6080を多数持っており,そのうちの

4本を用いて80負荷で出力5W

程度に抑えた,アンプの実験を試み

たいと思っています.

(2009.2.4.この項完)

●6 AS 7 G-SEPPアンプと組合せるプリアンプ
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