
直熟3極管によるカスコード接続の出力段を採用

6B4G +50シソ5.]いけ-アンプ

[製作編]

征矢　進　soyAS脚mUi

はじめに

先月号では使用法に制約のある

50を使用したシングルアンプを製

作する方法として, eB4Cと組み

合わや,カスコード回路を採用し

たアンプを紹介しましたか　ご理

解いただけたでしょうか.

さて今回はその製作方法,調整

方法,測定についてご説明し,併

せて3種の異なる50の比較試聴も

行いたいと思います.

この製作記事はベテラン向けと

想定したので,要点だけ説明すれ

ばよいのですが　私が苦労したと

ころは,やはり読者の方にも重要

なポイントと思われるので,その

部分については特に詳しく説明し

ます.

製作

使用バーツ

アンプを製作する際に必要とな

ら,小物のパーツは各自にお任せ

します.

毎度書いているように,何も記
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真空管パワーアンプの出力段をカスコード接続とす

ることでプレート接地増幅とグリッド接地増幅の

組み合わせとなる,ここでグリッド抵抗を大きく設

定できない出力管をグリッド接地側に使用すれば

音質的メリットが得られると予測して試作したのが,

本機6B4G+50シングルパワーアンプ回路的には

難しいものではないが,今回は筆者が製作にあたっ

て苦労した点を詳しく説明する.最大出力は約9W,

RCAの50では馬力があって押し出しのよい,全帯域

にわたって厚みのあるサウンドが得られた,

事と同じパーツを苦労して探し出

て使う必要はなく,各自が手持ち

のパーツを利用するか,入手でき

るパーツを使用しても問題ありま

せん.

特にベテランの方ともなると,

かなりの在庫を蓄えておられると

思いますので,パーツボックスの

整理も兼ね,よく中身を確認して,

使用できるものはそれを使ってく

ださい.

出力管はRCA50を使用しまし

たが　後述するように旧型ナス管

の250でも同様に使用できます.

ちなみに手持ちのカニンガム250

を差し換えて測定したところ,ほ

ぼ同様の結果となり,内輪な使い

方なので,エミ減などの心配がな

い,程度が良好なものであれば,

ハムバランサーの調整のみで　そ

のまま差し換えができると思いま

す.

今回は最近発売されている中国

製のSG50も使用してみました.

入手先のクラシックコンポ-ネン

ツから送付されてきた検査データ

によればEp-300V時における

プレート電流の中心値は50とほぼ

同じですが,フィラメント電流が

RCA50に比べて少し多いようで

す.

試しに本機にそのまま差し換え

てみたところ,やはり坤ま少し多

いようで勤ま7.3V程度と0.2Vほ

ど低下したものの,フィラメント

電圧調整用のドロップ抵抗を変更

することなく,そのまま問題なく

使用できましだ

測定の項で示す特性は,他の50

とほとんど差はなかったので,

RCA50やナス管の250と同様に

扱っても大丈夫でしょう.

次に6BdGは手持ちにあったユ

ナイテッド･ブランドを使用しま

した　どのメーカー製でもよいの

ですが,上段に使用する真空管と

は異なり,下段に使用する真空管

のノイズが多いと,いくら増幅度

が抵いとはいえ, 50によってノイ

ズ増幅されてしまうので,極力低

ノイズのものを使用してください.

最近ロシア製で1枚プレートの
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[写真1 ]前面パネルに45型のDCIOOmAメーターを取り付け､　[写真2]出力端子は40と80.長期的な信頼性から.東一電

常時50の碕観測できるようにしたが,常に安定しているので　　機のオイルコンデンサーを使用･省スペースにも役立った･
不要と思われる

6B4Gが発売されているので,ど

のような音がするのか,いずれ試

してみたいと思っています.また

ここは,ソケットを変更すれば

eA3も使盾できるはずです.

初段のH63はオスラム製を使用

しました.本磯の定数で歪みの打

ち消しがうまくできたので,歪率

計のない方は,ぜひ同じ真空管を

初段に使用することをお勧めしま

す.

実験はしていないものの,代替

品としては6.3VのST管であれば

uzソケットに変更する必要はあり

ますが, 75やeZ･DH3Aなどが適

し,またヒーターを2.5Vに変更す

ればZAeが使用できるでしょう.

MT管ならば1 2AX7Aを使用す

ることでシャシー上のスペースを

有効に利用できますが　見た目の

バランスが取れそうもないので

大型の真空管が林立する迫力のあ

る外観にするためにも,私として

はどうしてもST管で統一したいと

考えたのです.

話がそれましたが要はLLが100

程度ある真空管であれば,何でも

使用できるということです.

整流管の5R4GYと80は,手持

ちの関係で東芝製を使用しました

が,ここは同等品であればメーカ
ーは問いません.

20 7 0/4

ACインレットはiEC3ピン型

ここも規定の電圧が出ればよい

のですが,使用した50と6B4Gが

直熱管ですので起動時間を合わ

せるためにも,直熱型の整流管を

使用する必要があります.

電源トランスは旧タンゴのMX-

165とノグチのPMC-100Mを使用

しました.ここは必要とする電源

が確保できればよいので,同等品

を探すか, 1台の電源トランスにま

とめるのであれば,特注すればよ

いでしょう.

出力トランスはこれも旧タンゴ

のFW-20-7Sです.優秀な出力ト

ランスでしたが廃品種のため入手

できないので1次インピーダン

スが7kQのシングルトランスで,

電力容量を考慮して20W程度の電

力が確保でき,特性の良好な出力

トランスを使用してください.こ

れは入手できるもので結構です,

国内メーカーでは,ダムラや橋本

電気のカタログのなかに,現行品

として掲載されています.

抵抗とコンデンサーについては,

信頼のおけるしっかりしたものを

使用してください.これらのパー

ツがトラブルの原因にならないよ

うに,デジタルマルチメーターな

どで,事前にチェックしておくと

よいでしょう.また,定数と定格

はしっかり守ってください.

100mAの電流計を入れたのは,

安心のためということもあります

が,長期間使用したとき,果たし

てプレート電流がどのような変化

を示すかについて知りたかった三一一一一_-_

ともあったからです.これはなく

ても性能的には変わりません.香

要の方は省略してください.

シャシーはタカチのSRDSL-

20を使用しました　ベテランの方

はシャシーを自作したり,特注し

たりしていますので　ここは各自

が気に入ったようにすればよいで

しょう.

11本のST管と5台のトランス,

そしてブロックオイルコンが立ち

並びますので,少し大きめのシャ

シーを用意したほうが,作りやす

いと思います.

シャシー加工

シャシー加工については穴あけ

加工寸法図は示しませんが,写真

を参考にして各自の創意工夫を加

え,自分だけのオリジナルシャシ
ーに加工してください.

ここで重要なポイントですが,

使用した電源トランスは電磁シー

ルドされていて,漏れ磁束が少な

くなっていますが,アンプ部,特

に初段と出力トランスとは,でき

る限り離して設置するようなレイ
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[図4]ダンピングファクター周波教練性

し込みます.テスターはeB4G

のバイアス抵抗両端に当て,電

源スイッチを入れます.すると

3秒程度で電圧が上がってきて,

36-37V程度で落ち着くはずで

す.これはLR各チャンネルと

も手早く確認してください.

5)出力管のプレート電流が50mA

程度であることを確認できれば

後はゆっくりでよいので,各部

の電圧が先月号の図1 , 2に示

した電圧に対して±5%以内に

なっているかどうかチェックし

てください.特に50と6B4Gの

フィラメント電圧は寿命に影響

しますので,ドロップ抵抗を増

減してしっかり合わせ込んで

ください.

以上で調整は終わりです.

諸特性

図3は周波数特性です.今回カ

ソード負帰還をかけたのは,ダン

ピングファクター特性を改善した
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いと考えたからですが,試聴の結

果私の好みに合いました.無帰還

では全体に低域に向かってエネル

ギーがシフトする感じとなります

那,ナローレンジな感じは受けな

かったので,好みでどちらにして

もよいでしょう.

カソード負帰還を4.8dBかける

ど,負帰還をかけないときと比べ

て周波数特性は改善されて, 20Hz

で-0.6dB, 20kHzでは-0.4dBと

なり,ピークやディップのない素直

なカマボコ型の特牲となりました.

値鞘域でレスポンスが低下する

のは,出力トランスの低域特性に

005　01　02　　05　1　　2　　　5　10

出力〔W〕

よるものと考えられます.また思

ったより高域が伸びないのは,初

段の出力インピーダンスが高いこ

とと,ドライブ段の入力容量が大

きいことが影響しています.

図4はダンピングファクター特

性です.無帰還時にはちょうど1

を示しました.高能率の大型スピ
ーカーを使用した場合, 50の特徴

が出た音を楽しむことができるで

しょうが,小型の現代型スピーカ

ーでは,もう少しダンピングファ

クターを大きくしたほうが聴きや

すいと感じたので, 4.8dBと少量

のカソード負帰還をかけたとこ
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ち, 2.1となりました

図5は入力苅田力特性です.カ

ソード負帰還をかけた最終特性で

は, 0.7Vで8Wの出力を得ました.

これは先月号の設計編で計算した

出力と同じ出力ですので, GGS回

路の設計はこの面でも正しかった

ことの証明です.

今回は3種類の50を使用して諸

特性を測定したところ,特性にほ

とんど差が出ませんでしたが,杏

率特性だけは50の種類により差が

出ました.図6がその出力対盃率

特性です.

一番低歪率だったのはRCA50

でした.この理由は, RCA50で

歪率が最も低くなるように,初段

のカソード抵抗を決めたからで,

250やSG50も初段のカソード抵

抗値を調整すれば,ここに示すカ

ープよりさらに良い特性になるで

しょう.

今回大きな成果の一つは,残留

ノイズが0.5mVとなり,思ったよ

り低くできたことです.直熱雷を2

段に重ねると残留ノイズは増加す

iiEEEI
まずですが,本機で採用した

S回路は,ハムの打ち消しがう

まくできることも特徴となりまし

た　今後大いに利用してみたい回

路だと思います.

波形観測

写真1 0-1 2は各周波数における

方形波再現波形です.いずれも標

準的な波形ですので,問題となる

ところはありません.

写真13は負荷をオープンにした

ときの再現波形です. 1)ンキング

やオーバーシュートはなく,全く

安定した動作であることがわかり

ます.

写真14は8復の抵抗に0.47〟F

の容量を並列接続し, 10kHzの方

形波を再現したものです.また写

728

重畳
[写真10]方形波応答波形
(100Hz,胤:80,出力

1Vms).上:入力波形,

下:出力波形

醒
[写真13]方形波応答波形
(10kHz)負荷オープン.

上:入力波形,下:出力

波形

星田
[写真11]方形波応答波形
(1kHz, RL:80,出力

1Vrms).上:入力波形,

下:出力波形

醍
[写真14]方形波膣波形
(10kHz)負荷80と0.47

FLFを並列,上:入力波形.
下:出力波形

頁1 5は0.4母国､のみを負荷とした,

純容量負荷再現波形です.いずれ

の場合も発振などは見受けられな

い,安定した再現波形です.カソ

ード負帰還の量が4.8dBと少量で

あること,出力トランスが広帯域

であることが主な理由でしょう.

写真16はクリップ･カットオフ

波形です.このときの出力は8.6

V/8Qですので･,出力に換算すれ

ば9.25Wとなります.実際には8W

までは波形の乱れはありませんで

した.

試聴

仕上がって1週間ほと, 3種類の

50を比較しながら試聴してみまし

た.

大型ST管のRCA50は馬力があ

って押し出しがよく,全帯域にわ

たって厚みを感じました　非常に

バランスの良い音の出方ではない

かと思います.

ナス管の250は,少しですが低

域にエネルギーバランスがシフト

するようです.ただし厚みのある

音の出方はやはり50だと実感しま

冒星
[写真12]方形波応答波形
(10kHz,凡:80,出力

1Vms).上:入力波形1

下:出力波形

目星
[写真15]方形波応答波形

(10kHz)負荷0 47l`Fの

a.上:入力波形,下:

薗
トオフ波形(1kHz)負荷

80.出力925W時,上:

入力波形,下:出力波形

した.

SG50は少し音の感じが異なり,

厚みのある音というよりワイドレ

ンジ感から来る,爽やかで現代的

な感じのする音の出方ではないか

と思いました.

これはあくまで私のオーディオ

システムを使用しての試聴なので,

システムが変われ!諦価も変わる

と思いますが, 50の音質は多少の

ことでは変わらないだろうと思え

るくらい個性的で,こんな音のす

る出力管もあるのだということを

知って満足しています.

なおこの試聴に際しては, CD

とLPを音源にして,自作のプリア

ンプと, TADダブルウーファー

システムのスピーカーを使用しま

した.
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