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はじめに

真空管アンプの出力管として人

気の2A3は, RCAにより当初1

枚プレートで4往復の細いフィラ

メントを持つ直熱3極管として開

発されました.しばらくして,フ

ィラメントが切れやすいなどの理

由で, H型のプレートで2征復の

フィラメントを持つ2組の3極管

を並列接続したものに変更されて

います.

2A3の人気が高いので,現在

はロシア,中国を初めとする国々

で生産されています.しかし資材

の共用化のためか,それらは300

Bを一回り小さくした電極構造･

外形となっています.そのため,

電気的特性はオリジナルと同一と

いうことになってはいますが　プ

レートサイズはオリジナルよりも

かなり大きく,プレート損失には

かなり余裕があるようです(次記

の記事参照).

MJ誌2008年10月号に｢5万

円で製作する真空管アンプ｣とし
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ソヴテックの2A3を使用した出力11WのA級動作

モノ-ラルプッシュプルアンプ　回路はシンプルに

するのが基本方針なので,入力トランスを使用し,

位相反転という2段プッシュプルアンプをと思っ

たが,比較的バイアスの深い2A3では入力感度が

低過ぎるので･,初段とP-K分割位相反転段の直結

回路に置き換え,これにプッシュプルドライブ段を

加えた,低域特性を抑えパワーに余裕があるため,

試聴では厚みのある音が聴けた,オールドの2A3

を使う際にはB電圧を若干下げることが必要だ

て発表した2A3シングルアンプ

を製作した際,ソヴテックの2A3

は実質的な最大定格は発表されて

いるものよりかなり大きく,最大

定格での長時間連続動作でもまっ

たく問題がないことを確認しまし

た.

出力5Wのこのアンプはかなり

良くできたアンプですが,製作に

当たっては,作りやすさへの配慮

や部品の選定などにかなりの制約

を受けました.たとえばドライブ

段に,今回使用したECC99の代

わりに5687を便わざるを得なか

ったなど,設計には多少の欲求不

満力残りました.

今回は初級者向けの上記2A3

シングルアンプに引き続く形で,

中級者向けとして2A3プッシュ

プ)レアンプを製作しました.直線

性の良い2A3の特性を活かすよ

うにA級動作とし,当初最大出

力については目をつぶることにし

ていました.しかしソヴテックの

2A3を使うことで,最大定格い

っはいの動作が可能となり,最大

出力は2A3プッシュプルのABl

動作と同様のllWとなっていま

す.さらにA級プッシュプル動

作とすることにより,負帰還なし

で十分低歪率のアンプに仕上げる

ことができましだ

外観についてはアンプの顔です

から,音と関係ないとはいわずに,

大事に考えましょう.ここでは大

理石模様のコーリアンをフロント

パネルに使い,多少なりとも高級

感を出したつもりです.

また,ステレオアンプとして製

作すると,かなり重くなって取り

扱いに困るので,モノ-ラルアン

プとして製作することにしました.

回　路

回路はできるだけシンプルとい

うのがいつもの基本的な方針です.

入力トランスを使って位相反転と

いうプッシュプル単段アンプが最

もシンプルで美しいと思っていま

す.しかし,比較的バイアスの深

い2A3では入力感度が低過ぎる

ので,プッシュプル電圧増幅段を
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1図11ダブルプッシュプル回路の概念図

追加して,図1のようなダブルプ

ッシュプルとすることになります.

残念ながら良質なハイインピーダ

ンスの入力トランスは入手が難し

く,入力トランスによる位相反転

段(図1の破線の部分)をアルテ

ツク型アンプの前段部,すなわち

電圧増幅の初段とP-K分割位相

反転段の直結回路に置き換えるこ

とにしました.見かけはウイリア

ムソン型のように見えますが　ウ

イリアムソン型は大量の負帰還を

[表1 1真空管2A3とECC99の定格と動作例

-_iRCA-欲3-- 劍�ﾈ�ﾂ�

フィラメント電圧Ef〔V〕 �"�"�5 5 �12.6I6.3 

フィラメント電流lf〔A〕 劔0.4/0.8 

最大定格 宙ﾜY�Y&ﾂ���(最大値) 

プレート電圧Ep〔∨〕 �3����400 

プレート損失Pp〔W〕 ��R��5 

動作例 ��&ﾇ���僊1 

バイアス 侘Y.��俾侘��固定 

プレート電圧Ep〔V〕 �3����3���150 

グノツド電圧fg〔∨〕 田"� 辻�-4 

カソード抵抗Rg〔Q〕 内部抵抗rp〔kQ〕 :膳幅率 都S��B� 都���sS��B�2.3 

LI 負荷抵抗RLp-p〔kQ〕 �2� 迭�22 18 

プレート電流Ip〔mA〕 鼎�� 鼎��

最大出力Po〔W〕 ��R����� 

[写真11使用した真空管.左から12AU7(東芝). ECC99(JJ), 2A3

(ソヴテック)- 5R4GY(STC)
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前提とした回路であり,この点で

まったく別のものということがで

きます.

P-K分割位相反転段はヒータ
ー･カソード間の耐圧E姐が常に

問題になりますが　今回使用して

いる12AU7はE撮- 180Vと高

耐圧なので,気にする必要はあり

ません.

これまでも直熱3極管を使った

アンプでは:,直流点火よりも交流

点火のほうが良い音がするといわ

れてきました.直流点火では｢フ

ィラメントからの電流が偏って放

出する｣ことが理由ではないかと

妄想をたくましくしています.い

くら交流点火が良い音の回路だと

いっても,ハムがスピーカーから

聴こえるようでは本末転倒です

2A3はフィラメント電圧が2.5V

であり, 300Bなどのフィラメン

ト電圧が5Vの真空管と比べると

半分なので　工夫次第でハム電圧

は必要十分なだけ小さくすること

ができるはずです.

プッシュプル回路では,出力按

のフィラメントを並列接続してハ

ムバランス(ボリューム)で調節

すれば　ハム電圧はlmV～1.5

mVにまで小さくすることができ

ます.しかし,筆者としてはこれ

ではまだ不十分です.たとえペア

として販売されている2A3を使

っても,特性にはわずかなズレが

あるので,それだけではどうして

も残留ハム電圧か琴蔓ってしまいま

す.そこで,片方の2A3は2本

の抵抗を使ってセンターを取り,

もう1本はボリュームでバランス

を取ってハムをキャンセルをする

ことにしました　この方法を使う

と,ハム電圧は0.6mVと十分に

小さくすることができます.

A級プッシュプル動作ならば電

流の変動が小さいので,一般には
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2A3プッシュプルモノーラJufワ-アンプ

2AU7　　　　1 I2 1 2AU7　　　　　　　　　　　2cc99

コンデンサー入力平滑回路で十分

なはずです.本機では電源の安定

度をいっそう重視したかったので

あえてチョーク入力平滑回路とす

るつもりでいました.ところが電

源トランスMS-160とチョーク入

力平滑回路の組み合わせではB

電圧が低過ぎてしまいます.そこ

で平滑回路の入口側に8〟Fとい

う小さいケミコンを入れることに

より,チョーク入力とコンデンサ

ー入力平滑回路の中間の動作とし

ています.

B電源の整流は,やはり整流管

を使ったほうが電源オン時の過渡

特性を考えると出力管には優しい

し,ピーク性のノイズが発生しな

いので一般的には音が良いようで

す.ソケットをUS8ピンにして,

2070/4

完成後に5R4GY, 5∪4G, GZ34

を差し換えての試聴の結果, 5R4

GYに決めました.

本機の全回路図と,主なポイン

トの電圧を図2に示します.

使用部品

出力管の2A3には,前述の製

作記事の中で検討したように,症

格いっぱいでも問題なく動作可能

なソヴテックあるいはEHのもの

を使います.実際に前述のシング

ルアンプでは,定格いっぱいの条

件でも長時間にわたって安定に動

作しています.

回路を3段構成で無帰還とする

と感度が高くなりがちなので,初

段･位相反転段には増幅度が小さ

く,音質的にもあまり個性のない

12AU7を使い,ドライブ段には

ECC99を使うことにしました.以

前はこのようなドライブ段には

12BH7Aがよく使われていました

が直線性があまり良くないので

筆者はプレート抵抗が低く(互-

2.3kQ),直線性の良いECC99を

使うことにしています.

整流管には5R4GYを使ってい

ます. 5R4GYは比較的電圧降下

が大きいので,効率の良い5∪4G

あるいはGZ34を使うとB電圧が

高くなり,プレート損失が定格オ
ーバーとなるので,本機では必ず

5R4GYを使ってください.ここ

では手持ちの関係で, STCの

5R4GYを使っています. STCの

真空管は,作りが本当にきれいな

ので気に入っています.
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(a) 100Hz

l図11 i 80純抵坑負荷方形波応答波形

[図121容量性負荷. 10kHz方形波応
答波形(80//0 1FLF)

この程度ならプリアンプあるいは

ラインアンプのボリュームで2,

3クリックですから問題ないでし

ょう.

周波数特性(8Q出力端子,出

力0.5W)を図8に示します.帯

域幅は30Hz～50kHz (- ldB)

とあまり広いとはいえません.低

については,カップリングの時

数を小さくして低域の伸びを意

図的に抑えていることに加えて,

無帰還アンプとした結果です.

ダンピングファクターDFの測

定を8Q負荷のON-OFF法で行い

ました. DFは20Hzから20kHz

にわたってほぼ2.3一定となって

います(図9).無帰還アンプなの

で　どうしてもDFは小さくなっ

てしまうのですが　このDFの大

きさなら能率の低い(ダンピング

をアンプに依存する)スピーカー

を除けば問題ないでしょう.多量

の負帰還をかけたアンプにはDF

は大きいもののアンプの性格が見

えないものがときどき見受けられ

ます.それでは手間ひまをかけて

真空管アンプを作る意味がないの

ではないでしょうか.もっともあ

まりにも個性が験すざるのも問題

ですがI

歪率特性を100Hz, lkHz, 10
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(b) 1kHz

kHzで測定した結果,歪率3%で

llWとなっています(図10).筆

者は歪率3%を無歪み最大出力と

みなしています.歪率3%での出

力波形はオシロで見ると,まだサ

イン波形の頭がほんのわずか丸ま

っている程度です.

通常の聴取レベルである出力

0.1Wでは0.05% (lkHz)という

無帰還アンプとしてはかなり小さ

い歪率となっています.歪率のカ

ーブが2段階で増加しているのは,

出力段とドライブ段の間で歪みの

打ち消しをしているのがその理由

として考えられます. 100Hz, 1

kHz, 10kHzの歪率カーブが少

しズレていますがかなり近く,同

じような変化をしていることが経

験的に本アンプの音の良さにつな

がっていると考えています.

方形波応答波形

出力端子に8Qの純抵抗を接続

したときの100Hz, lkHz, 10

kHzの方形波応答波形を図1 1に

示します. 100Hzではサグが見

られます.これは図7の周波数特

性の低域特性に対応したものです.
一万, 10kHzの波形はわずかに

角が丸まっているだけであり,高

域特性が十分伸びていることがわ

かります.

NFBをかけているアンプでは

容量性負荷を接続したときに動作

が不安定になる可能陸があります,

本機は無帰還なのでその心配はな

いものの,念のため出力端子に8

OとO.1LLFを接続したときの10

(C) 10kHz

kHzの方形波応答波形を測定し

ました　図12に示した波形には

ほんのわずかなリンギングが見ら

れるだけで,まったく問題はあり

ません.

試　聴

試聴に用いたアルテックスピー

カーはアルテック604-8Hのウー

ファー+アルテック802D/811B

ホーン+ゴトーSG17Sを用いま

した.

ティファニーのデビューCD

『The Nearness of You｣ (VRCL

18834)から｢What a Little

Moonlight Can Do｣を聴いてみ

ました.この録音の素晴らしい

CDからは女性ボーカルのパワー

感溢れる若々しいボーカルを聴く

ことができました.

アルゲリッチ/ロイヤルコンセ

ルトへボウ管弦楽団(指揮:ワル

ベルク)の｢ベートーベン:ピア

ノ協奏曲第一番｣ (TOCE-14137)

では,アルゲリッチのピアノが低

弦は力強く,高弦は輝かしく,さ

らにコンセルトへボウオーケスト

ラの厚みのある音を気持ちよく聴

くことができます.

このような試聴の印象は,低域

の特性を抑え気味にしたのに加え

てパワーレスポンスに余裕がある

ためと考えています.パワー感は

周波数特性を無闇に低域に伸ばす

よりも,大型の出力トランスと電

源による低域-のパワーレスポン

スの伸びが大事ということを改め

て実感しました
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●MJ 級 2 V i 漢 W●
今月の製作記事より

中級者向けとして,直線性の良い2Aeの特性を活か

すようにA級動作とし,ソヴテック製の2A3を使う

ことで最大定格いっぱいの動作により最大出力11W

を得たモノーラルプッシュプルアンプ,外観は大理

石模様のコーリアンをフロントパネルに使って高級

感を出している,回路はプッシュプル電圧増幅段を

追加したダブルプッシュプル,ステレオアンプとす

ると重くなって取り扱いに困るのでモノーラル構成

としている,音は力強さだけでなく,高域から低域

までバランスの良いアンプに仕上がった

ソヴテック直勲3極管を使用した無帰還A級プッシュプル構成
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シャシー内部は

右下の初段とド
ライフ段以外は
小物部品が少な
いためと,各線

材を束ねている
のでスッキリし

た配線となった.

下部中央のサブ
シャシーにより

出力管の2A3を

シャシー上面よ
り20mm落とし

込んでいる

初段とトライフ
段の配線.この
部分だけ抵抗や
コンデンサー類
が集中している.

真空管ソケット
は上がECC99.

下は12AU7
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シャシー後ろ上面には,左から5R4GYとフロック型電解コンデン

サー.右には出力トランスとチョークコイルLL-12-200を配置
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