
●プレート・チョーク・ドライブ第2弾

6A5G／6B4G
CSPPアシプの試作

園塩田春樹8

6月号ではKT88をプレート・チ

ョークでドライブした50W出力

CSPPアンプを紹介しました

当初はプレート・チョークのイン

ピーダンスの周波数特性から，10

kHzや100Hzでのひずみ率や最大

出力の大幅な悪化低下が懸念され

ましたが「案ずるよりば・・」の言葉

どおりこれらの懸念は杷菱に終わ

り，同時に，少なくとも筆者にとっ

てはいままで手に入れたことのない

すぼらしい音が飛び出すに至り，「プ

レート・チョーク・ドライブってす

ごいぞl」という“瓢箪から捌かと

いうべき望外な結果になりました．

そこで　もう1つこのチョーク・

ドライブで何か作りたい，と考えた

のですが折しも本誌のレギュラー・

ライターである玉置浩氏から「2A3

ではないが　RCAの6A5Gという

同等管があるので差し上げましょ

う」とのお話をいただきましたので

「よし！これで行こう」と決めた次

第です．

もちろん出力回路はCSPPです．

CSPPのメリットの1つに，カソー

ドからも出力を取り出すので大き

な帰還がかかって内部抵抗が激減し

ますから大きなダンピング・ファク

タが得られる，ということがありま

す．しかし，5極管に較べればもと

もと内部抵抗が大幅に小さい3極管

ではそのメリットはほとんどありま
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まったく別の音の世界が現出

せんから，CSPPはどうしても出力

の取れる5極管が主流になります．

まだ　以前にも書いたことがあり

ますが2A3のCSPPの音は6BQ

5のCSPPの音とちょっと聴いただ

けでは区別がつかないほど似てしま

い，いわゆる2A3の音とか300B

の音とかいわれる音とは無縁の音に

なります．つまり，高価な古典的3

極管を使う意味はまったくをくなっ

てしまう．というのがいままでの経

験です．

しかし，KT88のCSPPにおけ

るチョーク“ドライブの音は　いま

までのCasComp回路やブート・ス

トラップによるドライブとはまった

く異次元の音を提供してくれまし

た．もしかすると，2A3だって，

巻間いわれるところの2A3の音で

はないかも知れませんがCSPPと

しては異次元の音を出すかもしれな

い，こんな期待が大きく膨らんだわ

けです．

そして，やってみました　期待は

的中です．読者諸氏にお聴かせでき

ないのは残念ですが　どうしても発

表したいと思い，この記事とした次

第です．

フィラメントは交流点火

真空管アンプ・フアンとして一度

は使ってみたいクマの代表選手は，

やはり2A3ではないでしょうか．

最近は300Bを望む初心者もおられ
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プ管のカソードに漏洩してカソード

を揺さぶることになります．ドライ

ブ段は差勃回路ですから，コモンで

あるカソードが揺さぶられても何ら

影響はないともいえますが　一方，

かならず完全な差動をしているかと

なると，まずそんなことは考えられ

ませんから，何らかの悪影響は免れ

ないと思われます．最大の影響と考

えられるのは最大ドライブ出力の低

下です．

したがい，念のためこれを防止す

る手段を講じておく必要がありま

す．これについては別項で詳述しま

す．

プレート・チョーク・コイル

によるドライブ

2A3系のクマはドライブがむず

かしい，といわれます．それはバイ

アスが探いため，これをフル・ドラ

イブするには大きなドライブ電匠が

要求されるからですが　同時に，そ

のダ）ッド抵抗が50kQ以下に制限

されているため，ドライブ段にとっ

ては負荷が連：くて所望のドライブ電

圧の生成により困難を伴うからです．

これに処するには多くの場合出

力インピーダンスが抵ぐ負荷の重

さもものともしないカソード・フォ

ロワが使われますが　電源を別に用

意する必要があるとか，このためだ

けに真空管を1本用意するとか，設

計を含め，なかなか面倒なものです．

ブート・ストラップという手もあ

りますがドライブ管と出力管の組

合わせによって効果に大きな差が出

てきますから，これもそう簡単なこ

とではないのです．CasComp応用

回路も考えられますが　必要出力電

圧にもよりますが500－600Vの

B電圧を用意する必要があります．

筆者はこの回路を多用しますが一

般的にはこの高電圧は嫌われるよう
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●正面から見た本棟

です．

こういう中にあってチョーク・ド

ライブは意味をもってきます．具体

的な設計は別項で説明しますが　出

力管と同程度の電圧ですなわち，

特別に電源を用意することなく，し

かも比較的重い負荷でも必要な出力

電圧（損脚が得られやすいからです．

ただ　第1回のとおりこのチョー

ク・コイルは，周波数によって特に

中城を除く高域と低域でインピーダ

ンスが低下しますから，ドライブ管

のロード・ラインはこれらの領域で

は大きく変動的配が立つ方向）し，そ

の結果，理屈上は最大出力の低下や

ひずみ率の悪化につながりますか

ら，周波数が入り交じる音楽信号で

は複雑に動作を変えていることにな

り，精神衛生面から好まないかたも

おられるかもしれません．なお，本

機には前作のKT88に使ったチョ

ーク・コイルを転用しています．

ところで　このチョーク・コイル

はカット・コアに巻いていますが

かならずしもカット・コアである必

要はなく．ふつうのEIコアでも性

能的に変わるところはありません

カット・コアは電源トランスなどの

外部からの漏洩磁束の影響を受けに

くいから，という理由だけです．

もし追試のためにチョーク・コイ

ルを新調される場合．電源トランス

から十分離せるなら，EIコアでも

検討していただきたいと思います．

回路の散乱

（1）負荷は3．5kQ

第2図が卒機の仝回路です．回路

構成としてはKT88のときと同じ

で入力部と出力部こそ不平衡です

が基本的には平衡3段増幅です．

出力段は6A5GによるCSPPで

固定バイアスです．プレート電圧は，

出力の関係から規格値目いっぱいの

300Vとしましたが　アイドリング

電流は35mAと，最大プレート損

失15Wに対し70％の10．4Wに抑

えました

これは　使用する電源トランスが

230mA級と6A5Gの最大出力時

の電力供給量からみると非力ですか

ら，レギュレ」ションを少しでもよ

くしようと定常状態での電流を絞っ

たわけです．したがって．AB級動

作になりますが　さいわいCSPPは

並列合成ですから，AB級動作でも

まったくA級に引けをとらないと

ころが利点です．とはいえ，電源ト

ランスに余裕があれば50mA近く

まで流してひずみ率低減を図ること

も可能です．

OPTは染谷電子のバイファイラ

ラ　ジオ技術



一巻OPTであるASTR－12を1

次側インピーダンス3．5kQで使っ

ています，3極管ですから，どんな

負荷インピーダンスに対しても寛容

ですが　一般的にインピーダンスが

高いと出力は減る方向，ひずみ率は

小さくなる方向です．

（∂春情の計算

今回は　出力段の利得が少ない

CSPPであることに加え，出力管の

ダ）ッド抵抗が小さい（ドライブ笹か

ら見た負荷が重い）ことから，ドライブ

2SK170GRx2　　6DK78

回路設計を少しでも楽にしようと，

3．5kQを選びました　すなわち．出

力段は第3図の動作とし，狙いの最

大出力は15Wとしましたが　この

図からこの段の利得を作図により計

算すると，1．1になります．

利得＝A2×2

＝2・〟・Z／厄＋（2十のZ〉

＝2×3．75×0．875／10．875＋（2

＋3．75）×0．87引

なのでドライブ段は104Vrms

（＝　15×3500　4　÷1．1）以上の

eA5GI6946

出力が必要されます．もし5kQを

負荷とすると，124．5Vrmsとなっ

てかなりシビアな設計を強いられる

ことになります．

¢）ドライブに6BK7Bを採用し

た理由

ドライブ段は　タイトルとおりの

チョーク・ドライブです．ドライブ

管は内部抵抗の低い6BK7Bです．

この段の動作を第4図に示します．

必要出力輔は上記のとおり104

Vrmsですが　これを確実に得るた
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〈第2図〉
ドライブ段の増幅にチョーク・
コイルを使った6A5G／6B4G

CSPPの全回路図
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入力VR最小位置で無帰還時は

左右それぞれ0．38mV，0．34mV

とlmVを大きく切ることができま

した6V直親告は直流点火すべき，

というのは“思い込み．だったこと

が証明できました．負帰還後は左

0．21mV，右0．18mVです．負帰

還量から考えれば0．1mV台のはず

ですが　0．08mVまでは計測可能な

計測環境ですから，なぜこの程度に

しか隠滅しないのかよくわかりませ

ん　しかし，このレベルなら上出来

です．

（5）クロストーク（第12図）

一応可聴帯域では－60dB以下，

10kHz以下では－70dB以下ですか

ら合格レベルですが　データ的には

lkHzを越えるあたりから悪化が始

まるのは問題です．

左右チャネルの配線は　シャシー

の中央部を境に左右に分けています

から，飛びうきは考えにくいですし，

電圧増幅段は差劫で電源には信号は

流れないので　この関係の電源の問

題ではありません

出力段では　プッシュプル問に不

平衡成分があると当該分が電源に流

出してクロストークを起こします

が　OPTの中点から大容量電解コ

ンデンサを解して当該信号をグラウ

ンドに落として電源に流れ込まない

ようにしていますから，多分このせ

いでもないでしょう．

いちばん怪しいのはバイアス調整

回路での左右信号の飛びつきです．

この回路は両チャネルの中央部，す

なわち両VRの中央でパイロット・

ランプのすぐ後ろに置いてあり，唯

一左右チャネルが接近している回路

になっています．出力管のグリッド

抵抗は出力管に直付けしてあるので

安心していましたが　ちょっと甘か

ったかもしれません．必要とあれば

左右分離改造をすることになります

32

が改善されるかどうかは不明です．

演奏会塙での聴く位置の違い

を感じさせる

6BQ5と2A3のときの経験から，

6A5G（2A3）にもかかわらず　KT

88とは同じCSPPであり，同じチ

ョーク・コイルを使ったので類似の

音が飛び出すだろうと予測していた

のですが　見事に裏切られました

裏切られたといっても，ダメな音

が出てきたわけではありません　ま

ったく傾向の

はエイジングが

変化しないだろ

音なのです．これ

んでも本質的には

と予測される音で

す．なんといっても15Wアンプで

すから．50WのKT88とはスケー

ル感が違うのは差し引いて考えねは

なりませんが艶と躍動感はKT88

と同様なのですが　なんともやさし

いのです．

KT88はエッジの立った輪郭のク

ツキリした音で　一昔一昔，一楽器

一楽器を逃さず描き出すタイプです

が6A5Gは音楽全体を大きく掴ん

で描き出すタイプといえばよいので

しょうか　たとえばストラヴィンス

キーの「春の祭典十（EXTONOVXL－

00050ズヴェーアン／オランダ放送SO），

最終章（Track14）の喧寂はKT88な

ら喧騒の真っ只中にいる感じの鳴り

かたですが6A5Gは喧騒の場に居

合わせているという感じの鳴りかた

です．

通常われわれが実演を聴くのは演

奏会場であって．オーケストラの中

央で聴くことはまずありませんが

KT88は指揮者または演奏家が聴

いているであろう音6A5Gは聴衆

が1階中央の極上の席で聴く音，と

いえるかもしれません．しかし，ど

ちらも演奏会の音であることに違い

はありません　すなわち，われわれ

はCDなどの音楽ソフトを聴くに当

って，どちらの意識で聴くかで好き

嫌いを含めた選択となるのではない

か，と思わせる音なのです．

同じ回路方式で出力管が違うだけ

で　これだけ聴く場所を異にするア

ンプはお目にかかったことはありま

せん．OPTの違いなのでしょうか．

このあたりはもっといろいろ作って

みないとわかりませんが．いずれに

しろ，それなりの存在感があります

から，リファレンスの意味を含めて

現役の1台に加えておこうと思って

います．

となると，KT88の方はチョーク・

コイルを抜き取られたままとなって

しまいますから．無理をいって師匠

にもうl組巻いてもらいました　こ

れで2台の音の違いがレファレンス

として残ることになりました（6A5G

用　は0．12¢　銅　鴇5000タ　ー　ン

×2，660Qx2，KT88用は同じく7000タ

ーン×2．910Qx2です）．

ところで電気特性の項で言及し

たことですが，筆者にとって本機の

クロストークはもう少し改善したい

項目です．しかし，改善できるのか，

それはいったいいつになりそうなの

かとなると，現時点ではまった“？i”

です．確かに，クロストークが改善

されると音の定位がより明確鮮明に

なることはまちがいありませんか

ら，アンプの出来栄えとしてはクロ

ストークが改善されるに越したこと

はありません．でも，それはアンプ

の出来映えであって，音のよし悪し

に若干の影響は与えるものの，本質

的な音の性格を変えるものではあり

ません

今回はこのような判断から，クロ

ストークの改善を待たずに発表させ

ていただいた次第です．もし．後日

クロストークが改善されたなら．何

かの機会にご報告したいと考えます．
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