
市場に数多く出回っているものの，作例が少なかっ

たシリーズレギュレーター管6080と，映像増幅

5極管6AC7を使用したローコストアンプ　6AC7

の1段増幅でカスコード接続の6080をドライブし，

出力約3Wを得た．6080はパラツキが大きく．グノッ

ドエミッションの問題があるとされ，使いにくい真

空管といわれているか複数の対策で難点をクリア，

作りやすく，使いやすいアンプに仕上がった．特殊

パーツや特注トランスを使用しないことで‖総費用

を5万円以下に抑えることに成功した

低予算でオリジナリティ
あるアンプを

5月中旬に編集部から電話があ

り，5万円台でできる真空管アン

プ特集のアンプ製作を依頼されま

した．

8月号に発表した　MT7ピン管

で統一したEL91シングルアンプ

を当てようとしたのですが　EL91

シングルの製作費は3万円台な

ので今回の特集には適当ではなく，

新しく設計・製作することにしま

した

これまでの同様な特集に掲載さ

れたアンプを調べたところ．EL34

シングル．2A3シングル，eBQ5

プッシュプル，eVGプッシュプ

ルなどがあり，大半の有名真空管

は出尽くした感があります，ま

だ　誰でも持っていそうな真空管

が多いようでしたが　高価なため

300Bの作例はありませんでした
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この特集は　多くの追試があり

そうなので　使用する部品の入手

が容易であることを心がけました

その点　真空管は現行生産品であ

れば問題はありませんが　それ以

外でも市場に豊富に流通している

ものならば問題はなさそうなので

今回は市場に多く出回っているス

トック品から選定しました

またトランスの特注は避け．

市販品を使用しました　シングル

かプッシュプルかで悩みましたが

準備期間の問題もあり，比較的短

時間で完成するシングルに決めま

した

出力管の選定

新鮮味があったほうがいいので

以前の特集で使用されたもの以外

の出力管で製作することにしまし

た．

そこで思いついたのは．6080

というシリーズレギュレーター

管です．都内の真空管専門店で

は　ほぼ確実に在庫があると思

いますし，2013年にはフランス

Thompsonの製品が5000本放出

されたとの情報もあったので　入

手は容易です．

純3極管でありながら，6080

は現在1．000円程度で入手できま

す．クラシックコンポーネンツで

6080WCは2014年7月現在，10

本5，000円で特売されています．

しかし，6080はバラツキが大

きく，熱暴走しやすいと言われて

いるので　いわゆる「ねこまたぎ

球」としても有名です．

なかなかカッコいい，6550の

ようなメタルベースの太いGT管

なので　価格に釣られてフラフ

ラと買ってしまいがちな真空管で

10本以上持っている読者もたくさ

んいるのではないでしょうか．使

いにくいため，考えあぐねてデッ

ドストックになっていることも多
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［図3］本態の回路（片チャンネルは省略）

KmB280Fを使いました　電源ト

ランスとチョークコイルの定格か

ら，出力段の動作点を負荷抵抗

1．2kQで160V／70mAに選びまし

た（図5）．

そのため，プレート損失は，

160〔Ⅴ〕×70〔mA〕＝11．2〔W〕

つまり．最大プレート損失13W

の90％弱になり，プレート特性

図からバイアスは約70Vになるは

ずです．そこでの損失は

70〔Ⅴ〕×70〔mA〕＝4．9〔W〕

になり．シャシー内の温度上昇も

大きくなります．

この場合．バイアス抵抗はIk

Qで余裕を持たせて20W型を入

れることになります．

この抵抗の代わりに．6080の

空いているユニットを出力管の下

側に入れて使うことを考えました

カソードバイパスコンデンサー

220IIF／160Vは下側のプレート・

アース間に入ります．カスコード

2014／9

に接続されているため，プレート

電流の決定権は下側のユニットに

あります．

しかし，〟が2しかないので

計算してみると下側の内部抵抗は

ほぼlkQ弱にしかなりませんで

した　まだ　下側のプレート損失

も4W程度なので　真空管全体の

温度上昇も少なくなります．

グリッドは直接アースされてい

るので　グリッド電流の影響は少

なく，出力管が暴走する可謄陸は

下がります．

バイアス抵抗は180復で　出力

段のバイアス抵抗による発熱も

1／5程度に下げられました　その

ため，シャシー内部の温度上昇も

少なくなるはずです．

6080のグリッドリーク抵抗

に100kQIWが入っています．

1／4W型でも十分ですが　グリッ

ドの温度を下げるのを助けるため．

外形の大きいIW型を便いました

ヒーター配線をAWG24にする

ことによる電圧降下は∴　6080ソ

ケット7，8番で6．23VACでした

ヒーター巻線の余裕をなくすため

に．GAC7も同じ巻線から取って

いますが　ソケット2，7番間が

ちょうど6．3Vでした．

出力トランスは春日無線変圧器

KA－1280で1次側インピーダ

ンスは1．2kQです．

（⑭電源部

整流管は最初5AR4にしました

が，B電圧が高すぎたので　より

電圧降下の大きい5V4に変更し

ました

電源トランスの巻線電圧は

220Vあたりがよかったのです

か　KmB280Fには280Vと250V

Lかないので　しかたありません．

チョークインプットにすれば簡単

に電圧を下げられますが　普通の

チョークコイルでは唸りが大きく，
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［写真1］1kHz，1．0V，80［写真2］1kHz，5．0V，8
負荷の歪み成分（0．2ms／div）　0負荷の正弦波出力波形

（0．2ms／div）

ザ∴メ　　　／（　　　　　／　／　　　　）i／　　／　‘　　　／
霧 駿 後 潟 ㌃ ‾　 「

／／礁麗務影紛 ／／〝／／
誓 彩 彰 臨 空 ÷ 彩

［写真5］10kHz．負荷80の［写真6］10kHz，0．1uF単
方形波応答（上：入力，下：出力，独負荷の方形波応答（上：入力，
1V／div）　　　　　　　　　下：出力．1V／div）

低出力時の100Hzの歪率が　そ

の他と比べて同じような値なのは

整流後の残留ハムが少ないことを

示しています（写真1－3）．

lkHzのクリッピングポイント

は3W程度になるかと思います．

だらだら歪んでいく感じでク

リッピングポイントははっきりし

ません．先にカットオフで波形が

つぶれ．その後グリッド電流に

よって波形がつぶれます．

チャンネルセパレーション常陸

は，lkHz／lVで400Hzのフィル

ターを入れた状態で　約80dBで

した．

10kHz8Q単独の方形波応答

（写真5）はかなりきれいで　コ

ンデンサーを並列接続しても問題

ない波形（写真6－9）です．容

量負荷単独では援助がわずかに見

られますが　問題はないでしょう．

消費電力は93Wで　消費電流

は1．03Aになりました　ヒューズ

は2Aを使っていますが　スロー

プロータイプの1．5Aが最適で

しょう．

これらの計測には　パナソニッ
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［写真311kHz，5．0V，80
負荷の歪み成分（0．2ms／div）

［写真7110kHz，0．47uF
単独負荷の方形波応答（上：入
力　下：出力．1V／div）

陵9］10kHz．0．47uF＋
80負荷の方形波応答（上：入
力下：出力1V伯iv）

クのオーディオアナライザーVP－

7720A，日立のオシロスコープ

Ⅴ－552．サンワのデジタルテス

ターPC500．トl）オのミl）ボル

トメーターVT－121などを用いま

した，

試聴

おっとりとした3極管らしい音

質です．直熟管のようなキレはあ

りません

熱容量が大きいため，調子が出

てくるのに1時間ほどがかかりま

す．6080は，もっとぼってりと

した泥臭い音を想像していました

が見事に外れてしまいました

以前製作したカソードPFBを

かけた6080アンプは音が悪く．

すぐ5998に換えてしまいまし

語呂
［写真4］10kHz．無負荷の方
形波応答（上：入力，下：出力，
1V伯∨）

［写真8］10kHz，0．1uF＋8
0負荷の方形波応答（上：入力，
下：出力．1V／div）

［写真10］打ち消し後の電源ハム

た，それはPFBの影響だったの

でしょう．

グレードアップ

本機は総額5万円以下に抑えま

したが　あと1万円ほどでいろい

ろなグレードアップが考えられま

す．

まず　電源トランスをノグチト

ランス販売のPMC－200M（税込

14，900円）にして電流に余裕を持

たせます．10H／100mAのチョー

クコイルを選び直し．動作点を

150V／80mAにすれば出力は4W

弱になるでしょう．

そして．前段を3極管の2段増

幅にすれば　2次歪み打ち消しも

もっときれいにでき　最低歪率も

0．1％程度まで下がったと思います．
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（a）1kHz，1V　　　　（b）1kHz，2．8V　　　（c）1kHz，3．2V

［写真1］正弦波出力と抽出された歪み成分（80負荷，0．2ms／div）

（b）80負荷 （C）0．1〟F負荷

（d）0．47所員荷　　　（e）80＋0．1uF負荷　（f）80＋0．47FLF負荷

［写真2］10kHz方形波応答．上が入力（1V。。，0．5V／div），下が出力（1V／dN），
横軸20ms／div

を示します．

入出力特性は図8です．クl）ッ

ビングポイントは頭が丸まってい

く感じで　はっきりしませんが

lkHzでは1．28W程度になるかと

思います．

チャンネルセパレーションは

lkHz，lVで74dBはとでした

10kHzの方形波応答を写真2に

示します．写真2（a）の乱れは

70kHzのピークのためです．リー

ケージインタクタンスのせいで立

ち上がりが悪くなっています．

無帰還アンプですから発振する

ことはありません．出力にコンデ

ンサーを並列に接続すると，波形

は変化していきます（写真2）．積

分補正を入れれば：もう少しまと

もな波形になるかもしれません．

lkHzよりも6．2dB下でピーク値

も約3．2dBなので　そのままとし

ました　補正によって音が鈍って

くることを避けました

消費電力は40Wで消費電流は

0．42Aになりました．そこでヒュー

ズはIAとしています．

これらの測定には，パナソニッ

クのオーディオアナライザー

VP－7720A，日立のオシロスコー

プⅤ－552，サンワのデジタルテス

ターPC500．トリオのミリボルト

メーターVT－121などを用いまし

た

ヒアリング

非常に音数が多く．細かく聴こ

えます．

1．3W程度の出力ですが低域も

よく出ています．高域は少しきれ

いすぎるように聴こえました　高

域にわずかにピークがあるために

よく聴こえだMCカートリッジそ

んな感じに似ています．

同じアンプに搭載して比較試聴

したわけではありませんが　出力

トランスKAF－5730とノグチトラ

ンス販売のFM－3WSを比較すると，

KAF－5730は低域がよく出ており，

外部からの振動を受けにくい印象

です．一方．FM－3WSは負帰還を

がかけやすく感じました

KAF－5730は　オリエントコア

のKA－5730の巻線構造をそのまま

ファインメットコアに移植するで

はなく　ファインメットコアに合わ

せた設計をし直すともっとよくな

るでしょう．
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