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●球数を減らして省エネ--

0バイアス,オペアンプ駆動

0.2W出力12G-B3 0TLアンプ

音のよい真空管OTL

6AS7G･OTLや6C33GB･

OTLや6 C41 C･OTLの製作を通

して,低電圧0バイアス駆動式真空

管OTLアンプの音楽面生能力のす

はらしさを現物検証して来ました.

｢腰的なOTLアンプに比べECO

(省エネ)な仕様となっていますが,

夏場の空諦観のない場所での使用

には試晴着の覚寓を要します.一方,

OTLサウンドを耳にしてしまいま

すと,季節を問わず年中,楽しみた

くなるのが人間かと思います.

低電圧0バイアス駆動式真空管

OTLアンプの消費電力の多くは,

ヒ一夕電力にあります.ヒ一夕電力

を下げるには使用する球の数を減ら

せばいいことになります.

一方,球数を減らすことで物理的

最大出力も減ることになりますが,

国内一般家庭での実使用上の最大レ

ベルは,能率がそこそこあるスピー
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カ(90dB以上:lWlm)であれば

0.1W程度がいいところです.した

がって, 6AS 7G･OTLなどではパ

ラレル数を減らしても実使用に耐え

られるということになります.

といって,いままで本誌で発表し

た真空管OTLアンプの球数削減で

はオモシロミ味がないため,今回は

3極管OTL球ではなく,価格がリ

ーズナブルで,視覚的にもおもしろ

いTV向け水平偏向出力管を使用

●本OTLに採用さ

れた水平偏向管
12G-B3.かつて

盛んにOTL用に

使われ水

の製作
池田敏弘

することにしました.この手の球は

｢股に,間置が最大300 V程度と出

力管としては低い傾向にあります

那,扱える電流が100-200 mAと

大きい特徴があります.

OTLアンプにおいては高圧の必

要性はなく,特に低電圧0バイアス

駆動では,扱える電流量が重要とな

ります.当然TV出力管もOTLに

使用可能です.ただし,理論的に

OTLはできても,音楽再生に優れ

ているかどうかは,現物で確認する

しかありません.

TV水平偏向出力管のルーツは

ビーム管にあるようです. 6L6や

807をベースに,新規材料の採用を

主としたさまざまな改善が進めら

れ,低価格競争もあり,多様な品種

が生まれ,低価格･大量生産されま
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した.現直も市場には当時のものが

多く出回っています.

真空管購入で利用しているお店よ

り12GB3と6BQ6の紹介があ

り,今回はこの中で扱える電流が大

きな12GB3を使用することにし

ました.

この球のベースは,ヨ一口ツノ球

25E5のようで,ヒ一夕電圧を12.6

Vとした日本版です.購入した球は

東芝,日立製でした.外観形状は,
一般的なTV出力管でよく見かけ

るトップ･プレートのGT管となっ

ています(写真参照).

最大プレート電圧: 550V,最大

カソード電流: 150mA最大プレ

ート損失:10W　ヒ一夕電力:

12.6V/0.6Aという内容?,過酷

な使用に耐えられそうなレベルにあ

りそうです.

本機の特徴

製作したアンプの特徴はつぎのと

おりです.

(1)低電圧0バイアス駆動

基本回路播戌は,第1図でおわか

りのように,半導体による電圧増幅

段と3極管カソード･フォロアによ

る出力段とから構成される高安定超

シンプル,無題整真空管OTLです.

これまで憧れても遠い存在であっ

たOTLを身近にさせるオリジナル

46

〈第1図〉 12 GB 3 ･ 3パラOTLアンプの増幅都回路

方式です.
`低電匠0バイアス駆動"のメリッ

トは,電源電圧利用率がよく, OTL

で要求されるアイドル電流を十分確

保しながらプレート損失に余裕を持

たせられることと,球そのものの特

性が際立つことにあります.

詳細は,本誌08年12月号｢6

C33 GB ･ OTLの製作｣言辞中の
"低電圧動作･ 0バイアス駆動の特

徴"の中で述べておりますので,そ

ちらをご覧ください.

シングルA級動作となりますの

で;物理的最大出力を望まれる場合

は出力真空管のパラレル数を増やせ

ばアップします.ただ増えたぶんヒ
一夕電流も増加します.夏用とエコ

の観点よりパラレル数を減らせば

物理的･最大出力はダウンしますが,

減ったぶんヒ一夕電流力沌騙されま

すの?,夏でもOTLサウンドを楽

しむことが可能となります.

実際は80負荷で0.1Wを超え

る出力が得られは｢般家庭での実

使用に応えられると思われますの

で;これを目安にパラレル数を決め

ることにします.

(2) 3結動作

TV水平偏向出力管は多極管の
一種ですので　3鰭仕様として内部

抵抗の低下と音楽再生アンプへの対

応を図ります.

12 GB 3のプレート電圧/電流特

性データから3結仕様時の常陸を推

察しますと, 0バイアス付近の動作

での電流は,6AS 7G片ユニット相

当に近いレベルと考えられます.こ

れから09年2月号発表の出力段仕

様を応用すると, 3本パラレルとす

れば0.1 Wを超える出力を十分に

得られそうです.

ヒ一夕電力は,ステレオでも45

W程度であり,低屯田勒作なので,

一般的なOTLに比べはるかに低消

費電力であり,エアコンに頼ること

もなく,夏でも使えるエコOTLに

なります.

(3)電圧増幅段はOpアンプ､

12GB3･ 3結時のプレート電

圧/電流･常陸(推察)より,電圧増

幅段に,高電圧対応Opアンプ

NJM2147を使用することが可能

です.製作の点でも容易となり,有

難いことです.

回路のあらまし

本磯の増幅部回路を第1図に示し

ます.

電圧増幅段は,お馴染みの

NJM 2147 Dです.現在,市場で容

易に入手でき,リーズナブルな価隆

の高電圧対応Opアンプはこれぐら

いしかないため,今回も使用してい

ます.周波数常陸　ひずみ率といっ
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た物理特性的にはM 5219が望ま

しいのですが最大電顕電圧が±25

Vという制限があり,使用を見送り

ました.

2147の内部回路は,初段:カレン

ト･ミラー負荷PNP差動回路, 2

段目:定電流負荷NPNエミッタ

接地回路,出力按: NPN/PNPに

よるSEPP回路,というという構成

になっています.請闇は, 09年2月

号をご覧ください.

ドライバ段には, NPN型2

SC3421Yを用い,エミッタ･フォ

ロアとしています.

12GB3を3籍とするため, 47

0を介して第2グリッドとプレート

を接続しています. 1本あたりのア

イドリング電流は約85mAに設定

しました.

本機の電圧ゲインは,オーバオー

ルのNFBをかけていますので;煤

還閏売により決定されます.可聴帯

域内の電圧ゲインA lは,次の近似

式で表わされます.

Al-(33k+3.3k)/3.3k

-圃

トータル電圧ゲインは,入力抵抗

により分圧されていますのでトー

タル電臣ゲインAは,次の近似式で

表わされます.

A-33K/(2.2K+33k)Al

≒10.3

と算出され,約10倍となります.

DCゲインは, 100%DC帰還をか

けていますので,ゲインはほぼ1倍

です.したがって,出力のDCオフ

セット電圧はほぼOVに収まりま

す.

今回も,万一の操作手順誤りなど

を考慮し,出力に電解コンデンサと

フイルム･コンデンサによるカップ

リング･コンデンサを設けています

ので,このコンデンサ容量とスピー

カのインピーダンスとにより低域の
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▲く第2図)

12GB3 0TLアンプの

電頭部回路

ト

本綬シャーシうら配

線の様子. C R部は

ソケットをラグ代り

に使っている

周波数特性が決まることになりま

す.容量的には4700llF以上あれ

ば職惑上,直結時とほとんど変わ

らなくなると考えます.

つぎに電源回路図を第2図に示し

ます.ヒ一夕用電源トランスには,

大阪高波: HST-12108を使用しま

した　CT(センター･タップ)付き

AC 12 V/10Aの仕様ですが,今回

の出力段であれば, 12 V/5 A以上

で使用可能です. 12GB3ヒ-タ

は,これまでと同様に交流点火とし

ました.

増幅部用電源トランスには,大

阪･日本橋で入手可能なデジット:

DO25を使用しました. AC20V～

0 V一一20 V/2,5Aの仕様です.これ

とブリッジ･ダイオードと大容量ケ

ミコンとで単純な全波整流回路を構

成させ, ±DC電圧を生成していま

す.

ヒ一夕が暖まっていない電源

ON直後で電圧が±28 V強,ヒ一夕

が暖まった状態で紳士27 V,という

電源電圧です.平滑用コンデンサに

は,耐圧: 35 V以上のものを使用し

ます.低電密的作のため大容量でも

低コストで実現できます.

製作と調整

部品の一覧表を第1表に示しま

す.これを見ると, 09年2月号発表
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品名 儼儁B�員数 儖Xﾖﾂ�メーカー/販売 

1 薮�4�987iw�� 

Opアンプ 比､ﾓ#�CtB�1 認��5�487b� 

2Sc3421 �"�Yランク �8ﾈ��

出力管＼ ��$rﾓ�2�6 ��東京真空管i 

6 ��$rﾔ#9w��デジット 

抵訪 鼎s%r�6 �� 

抵抗 塔"ﾒ�r�6 ��ローム 

抵読 �33���ﾃEr�2 ��ローム 

港抗 �33�Ur�6 �� 

雑読 �"�&ｶﾈ�ﾃEr�2 ��ローム 

措抗 �"縋ｶﾅr�2 �� 

抵抗 �5�6ｳ��r�2 ��ローム 

捏抗 �36ｶﾈ�ﾃEr�4 ��ローム 

抵杭 ��S��*ﾓ��r�2 ��ローム 

電解コンデンサ �#Uc��R�2 ��三洋 

50>82∪ �"� �����6��2�

kh Rchのレスポンス･レベル

差はほとんどありません.

また当然ながら,特異なピーク,

あるいはディップがいっさいありま

せん. 100Hz, lkHz, 10kHzの

方形波レスポンスもきれいであり,

アンダシュート,オーバシュート,

リンギングなどの波形乱れはまった

く見受けられません.むしろ,高域

が伸びていないため, 10 kHzの方

形波レスポンスは,少し丸みを帯び

ているくらいです.

雑音ひずみ率常陸を第4図に示し

ます.シングル出力アンプながら,
一般家庭での実使用出力レベルの

0.1W付近で0.45%程度というレ

べ)レです. 400Hz HPFをオン/

オフしてもひずみ率にほとんど変化

はなく,ハムなどのノイズは見受け

られません.

最大出力は,両ch: 80負荷で

0.2W+0.2W強(約3%ひずみ)ち

ります.

スピーカにはおなじみのALTEC

CD408-8A (バスレフ), AURA

SOUND NSW 2-326-8 A(タイムド

メインミニBOX)の2つを使いまし

輿.

GAS7G, 6C33C-B, 6C41C

といった3極管OTL球と上較する

NOV.　2009

品名 剳i番 �Y�B�儀寿 綿耳ｾ8爾�ﾉHB�

35V4700u �"� ��

コンデンサ 冤ou �"� ����ﾒ�

スイッチ �2回跨1接点 ���スピーカ+端子接続用 ��

S10VB101 ���ブリッジ ��hｷｸﾋ2�

35V4700∪ 釘�整流平滑用 ��

電源トランス 僣ST-12108 ���ヒーター用 ��Xﾞ8ﾘ)Fr�

電源トラ �5��DEGITDO25 ��� 豚5h5ﾂｲ��

ゴムブ､ �984�� 釘� ��

ヒューズ ����� ��ｲ�250V10A 乃��

ヒューズ �125>3A 亦� �4�2�

ケース � ���菓子箱活用 �()8x壺�

1 ��I 坪686X986x�ｲ�

スピーカ端子 � ��� �5b� 

ゴム足 � 釘�ケース唐風 ��

スペ-サ 凵[0mm �"�ラグ板固定用 ��

く第1表〉 12 GB 3三話OTLアンプの主要部品表

と,残念ながら音楽再生能力で一歩

劣る感じかしました.音楽性を豊か

にするハ-モニタスが少しもの足り

ない感じです.それでも,真空管

OTLサウンドと感じさせる心地よ

い音色でありながら,正確に奏でら

れる音楽を味わえられます.やはり,

これは,出力トランス方式では味わ

えないサウンドですね.

物理特性での雑音ひずみ率は,

0.5%弱と大きめですが,聴感上雑

音はなく,ひずみも感じられません.

聴感パワーも十分です.両ch8tl

負荷･最大出力が0.2Wを切るア

ンプとはまったく想像もつきませ

ん.

周波数常陸では高域力単車びていま

せんが,音楽ソースそのものの帯域

が20kHzまで伸びているものは

あまりないこともあり,聴感上で帯

域の狭さを感じることはありません

でした.

同軸20cmの高能率(98dB : 1

W･1m) CD408-8Aスピーカから

再生される音楽はたいへん結構なも

のです.ボーカル,アコースティッ

ク楽器,電龍個々の音を明確

に鳴らしながら,音楽的にもまとめ

られて奏でられています.

低能率(84dB: lW･1m) 5cm

サイズNSW2-326-8Aスピーカ

でも,低域の量は劣るものの,音楽

再生ではよろしく,こちらも各楽器

や音声を明確にバランスよく奏でら

れています.低能率なシステムです

那, ｢般家庭で音楽を楽しむ音量レ

ベルであればパワー不足を感じる

ことはありませんでした.やはり,

低電圧0バイアス駆動方式は, TV

水平偏向出力管においてもOTL化

する優れた手段といえます.

12GB3のトップ･プレート外観

と6本のオレンジ色の灯火による視

覚的要素もあり,強さと暖かさとを

与えてくれます.価路がリーズナブ

ルなTV水平偏向出力管をOTL

化することで,さらに,真空管OTL

が身近になったと思います.

●ホームページ

http://www･geocities･j p/seychelle_7/

49




