
6082SEPP／OTLアンプの製作
序論＝適正負荷の決めかたが重要

是 枝 重 治 ．∴∴∴∴
∴＋∴
●

1 各部の動作を確認するため，

電流計をかたまりになった本機

脅
望ましい O T L アンプはできないと

3 極 管 O T L の 最 適 負荷
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思います．7 ．5 A もヒ一夕に流れる

球を片チャネルあたり4 本使うのは

ものがあ りました　 50 H B 26 S E P P 合理的とはいえませんが　 少な くと
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も提 灯行列にならずにすみます．

テクニクス 20 A のことです．実物
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適正な負荷 というのはとても大事

は．かつて東京 ・神田の昌平橋にあ ∴－〉 一：　 ∴∵∴∴　∴∴：－∴　 l　∴∴∴∴ なことで　 特性図に負荷線 を引いて

ったオーディオテクニカ東京営業所 みると，こんな状態でまともに動 く

で見ただけです．でも，音は聴いた 方がおかしいと思います．その無理

ことがありません．いろいろな問題 を負帰還で押 さえ込んでも，どこか

が多くて，早々に生産が中止された にポロが出ること必定で　 あとで触

ようです． れるように，直流域のエンベロープ

叔父の研究室には G R グレイに塗 揺動 も起きます．

られたオリジナル S E P P アンプがあ この揺動は　 ほとんどのアンプで
りました いうまでもなくピーター　　　　三‾ 発生 します．中音 域の近接 2 波の差

ノン／シンクレアの　　 で ．で ， て　 、る　 H z の

これは測定用の600Q負荷機でした

ので　どんな音なのかは知りません

私は　OTLアンプはほとんど手

がけていませんが　それは大幅なミ

ス・マッチング動作に疑問があった

からです．真空管というものは適切

な負荷を与えて動作させるべきもの

で　いつかは7242を使った最適負

荷16露のアンプを作ろうと思って

いました　この球はrp＝内部抵抗

が82〔去　プレート損失100Wのレ

ギュレーク管です．双3横笛ではあ

りませんがドライブしやすい球で

す．

40年前には神田・万世橋の日新

電子（旧三宅商店）にしばしば出ていま

した．タングソル製だったと記憶し

ます．ユナイテッド・エレクトロニ

クスの845Wもそうですが　米大

28

便館に詰めていた海兵隊の通信部隊

から出ていたのです．845Wは1本

3000円，7242は500円でした　こ

れよりもさらに大型でrpが30偶の

球もあるようですが見たことはあ

りません．

真空管回脚まつねに適正負荷が望

ましく，こういう球を使わない限り

測されます舞　いうまでもなく，こ

れは単純に低域にピークがあっても

発生します．管球OTLの場合は，1

つ1つ原因を潰していって，最後に

残るのは真空管の動作です．

直流域の揺動がなくなるポイント

は　6080単管OTLアンプではな

んと500Q以上でしだ　いまでも使

っているラックスのユニバーサル・
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●1966年7月に発表されたテクニクス20A．50HB26が20本立っている
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マッチング・トランスはこのとき入

手したものです．

SEPP回路の負荷はいうまでもな

く通常動作の1／4ですから，これ

は通常動作で2kQ以上に相当しま

す．プレート特性図から，6080シ

ングルの適正負荷は2kQ程度だと

割り出せますから，これとは！ま一致

するのです．球によって本質的に決

まっているようです．

では　3極管OTLの最適負荷と

は何でしょう．最大出力点をもって

そう規定するのでしょうか　それと

も，最抵ひずみポイントでしょうか

負荷が最大出力ポイントとしても．

最低ひずみ率点の負荷は違うかも知

れません．

むかしから疑問に思っていること

ですが　プレート曲線に負荷抵抗線

を引くと　電流はメーカーのデータ

には記載されていない領域まで遷し

ます．そのときは　既定曲線から想

定される特性線を延ばして，そこま

で電流が流れることと仮定して，設

計するわけです．

でも，そんな都合のよいことがあ

るのでしょうか，カーブ・トレーサ

で確認したのでしょうか．

負荷が低いと，

低域での揺動が問題

話は30年以上前に遡ります．あ

るかたが使っていたMQ－36でのこ

とです．これは6336A4ユニット

をパラレルにしたもので負荷30〔2

あたりで最大出力が得られます．そ

の人は「ひずみが増えたから調整し

てほしい」と事あるごとに持ってこ

られました「交流バランスが狂って

いる」とおっしゃるのです．スピー

カはHPD－385入りのタンノイ“オ

ートグラフ”でしだ　でもデータを

測ると，そうでもありません．位相

反転部の半国電抵抗の位置も変わり
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ませんでした

80のスピーカに22Qの抵抗を

直列つなぐと300になり，適正負

荷に近づきますが　この抵抗をつな

ぐことによる損失は多大で　適正負

荷による出力増加などではとても追

いつきません　その抵抗を負帰還ル

ープに含めると，ダンピング・ファ

クタはある程度挽回できますが　で

も．これは益なき所業ではあります．

しかしながら．そのかたはその昔

に納得されたのです．私はそこまで

は感じなかったのですか　ある種の

ひずみに鋭敏な人には決定的な違い

だったわけです．

そのMQ－36は　カウンターポイ

ントSA－4に換えたときに引き取っ

て，20年以上手元にあります．い

つかこれについてお話するときがあ

るかも知れませんがSA－4ほど天
才性と危険性が隣り合って存在する

OTLアンプはありません．表面的

には万全を尽くされた保護回路と

とんでもなく初歩的な脆弱性が同居

しています．設計者の経験不足だと

いわざるを得ませんでした．

直流サーボを掛けるとまた別です

が　OTLアンプで完全に揺動を抑

えることは困難です．でも揺動の原

因もいくつかあるようで　単純に低

音域だけの問題ではありません．前

述のように，中音域の近接2波でも

起こります．これが観測されるスピ

ーカはアポジーの中音域ユニットだ

けです．上下に長く張られたリボン

が中音域の信号だけでゆらゆら揺れ

る様は“見もの購です．

A級動作のクレルで発生しても，

B級動作のプライマーでは出ません．

国産機は全滅でしたが．マッキント

ッシュは微動たにしませんでした．ト

ランスの存在が功を奏しているとも

思いましたが　国産横にマッチング

・トランスを付けでも発生しました．

横道にそれましたが低音域の揺

動には原因がいくつもあるようで

す．管球OTLでは電源部の電解コ

ンデンサの直流域の特性も関係しま

す．原因は複合的に絡みますから証

明は困難ですが負荷抵抗が抵いと，

こういう問題が起きやすいのです．

MQ－36もほんとうは500以上の負

荷がよいようです．単巻のマッチン

グ・トランスを用いて40を数10露

に変換すると，アポジーでもあまり

問題なかったと記憶します．

結論として，3極管OTLでは最

大出力が得られる抵抗値の倍くらい

が其の最適負荷で　最大出力ポイン

トの1／2が許される下限です．

教1000ccの12気筒エンジンで

も，急な坂道をトップ・ギアで低速

で登ることはできません．かならず

変速機で車速とのマッチングを取る

ものです．真空管アンプでの出力ト

ランスは車のエンジンでのギア・ボ

ックスそのもので　いうなればOTL

アンプはギア・ボックスのない車で

す．してはいけないことを無理矢理

したのが真空管OTLなのです．

いろいろな回路の工夫でそれを何

とかしようとするのがOTLアンプ

技術の発達の歴史であったのです

が　本質からはずれたことをしても

うまく行くはずがありません　原理

原則は大事で　打ち消し回路をどう

するかという以前に，適正負荷を実

現することが重要なのです．

実用性の高い並列型OTL

（1）眠っていた6082を活用

実は，何年も前からOTLアンプ

を作る予定がありました　出雲市の

Aさんから6080の24V管．6082

を大量に貰ったことが切っ掛けでし

た『管球王国』誌にこれを使ったト

ランス付きステレオ・アンプを発表

しましたが予期せぬトラブルも多
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〈第3図〉6082を各チャネル8本使うOTLアンプの構成

3月号の本誌『私のリスニング・ル

ーム』で紹介されています．このリ

スニング・ルームの主は長谷川正三

氏，設計は東大生産技術研の村田健

郎氏でした．糸吊りにしたフェラン

ティの中高音，それにリボン・トウ

イークを加えた3ウェイを鳴らされ

ていました

蛇足ながら，氏は10年後にはジ

ーメンスのオイログインを伊藤アン

プで鳴らされていました．ここは“夢

殿”といわれた40昼近い大リスニ

ング・ルームで　伊藤喜多男さんは

「オイログインは空気といっしょに

買わないといけねえ」としばしばい

っておられたのです．

回路はまだ決めていません．何ら

かの打ち消しを加えるか，マコフス

キー回路のように，あらかじめ上下

の比率を固定したものにするか，ま

だ模索しています．

マコフスキー・アンプの6082の

32

rpは6本並列で47露になります．

これは16Qのスピーカに対しても

十分低く，またドライブ電圧がス

ピーカ出力電圧の3倍は必要です．

多極管OTLはむろんのこと．初代

フッターマンの12B4Aともぜんぜ

ん違う条件です．

第2図の初代フッターマン・アン

プには打ち消しがありますが　同世

代のマコフスキー・アンプにはあり

ません．“打ち消しなし”という前

提に立てば6336よりも深い6082

／6080のバイアス電圧と十分に低

い内部抵抗は，かけがえのない特質

に思えてならないのです．

まあ，このあたりは　まず周辺が

できてから決めることになるでしょ

う．でも．パネル面には真空管の名

前を彫刻しますから．選択肢は限ら

れますが全体の構成を第3回に示

します．いまいちぽん気になること

は保護回路の動作なのです．

以下，ラックについて上から部分

ごとにご説明します．

（坊間止盤

単なる電源スイッチですが交流

電圧計と交流電流計を装備してい

て，赤いボタンを押すと通電が停止

されます．工作機械にはかならずつ

いているものです．

（Dメータ・リレー盤

ここではスピーカ端子の直流電位

を測るのですが設定した電位（いま

の設定では±0．5V）を越すと，出力管

近くに置いた直流遮断リレーに信号

電圧を送るのです．

（亘）ユニット電流監視盤

面チャネル合計で32ユニットの

それぞれの電流を見るわけですか

ユニット個別の電流調整はできませ

んので　およそでよいので　簡易型

のラジケ一夕を便いました．

④レイル電流監視盤

上側と下側の電源供給ラインの電

流は正確に揃える必要がありますか

ら，一見して異常がわかるように．

4個の横行電流計を積み重ねます．

まだパネルに実装していませんが

電流計は写真Bのようなものです．

これから目盛板をCADで書き　フ

イルムにEi掘ルて，入れ替える予定

です．

⑤⑥本体

最下段の2つのシャーシが本体で

これだけでも取りあえずは動きま

す．ヒ一夕は全瓢並列にしています．

パラツキがあるので　直列使用は避

けた方がよいでしょうし，100Vラ

インには直接つなぐべきではありま

せん　当初はよくても，かならずど

こか不具合が生じるものです．

バイアス調整は「ミド）」の大型ポ

テンショ・メータ・ダイアルで行い

ます．50年前には安藤や安立の器

械にしばしばこれが使われていて，

憧れたものです．白状すれば本機
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は“このメータを使いたい”という

動機で製作した，といってもいいよ

うなものです・「アホなやつだ」とお

思いください．

部品の入手法

いま，部品が入手できないとお嘆

きのかたが増えているようですが

そんなことはありません．何度でも

いいますが　本機のようなものはい

までこそアマチュアでも作ることが

できるのです．現役時代は　時間の

制約で部品調達もままならなかった

かも知れませんが　自由に使える時

間があると，何とでもできます．

こんなときはまずgoogleで検索

して連絡を取るのです．わたくしも

そうしましだ　かならず代理店経由

になりますから，お近くの代理店を

聞いてください．電話での口頭発注

はまずできません　メールかFAX

になるでしょう．納期は1ケ月くら

いで個人発注ですと，前払いにな

ると思います．

RIFAの大型電解コンデンサやイ

ンド産の格安トロイダル・トランス

は横浜の「日本RS」で簡単に入手で

きます．本機の中で特に変わったも

のは両振りのメータ・リレーですが

これとパワーDCリレーが他では置

DEC　2014

（

《写真B〉
上下の電源供給LINE
の状態を監視するた
め4コの横行電流計
を積み重ねる

き変えできない最重要部品

です．入手先の詳細は以下

に記します．

●メータ・リレー：第一

エレクトロニクス（東京都足

立区）型式EF－15－1T（中

点0，土それぞれ2Vリレー動作．

HおよびLリレー，動作起源24

Ⅴ）入手先：新生電機（岡山）

●大容量型DCリレー：オムロン

G9EJ－1－E（40V／15A）入手先：ラ

イト電業社（岡山）

この2つが揃えば　もうできたも

同然です．電源回路が非接地であれ

ばこんな面倒な部品は要りません

でも，そんなアンプでは忌まわしい

電解コンデンサの音を聴くことにな

るのです．写真を見ると，もうでき

ているような雰囲気ですが　まだ端

緒についたばかりです．補助機器が

出来上がってから，別シャーシで実

験用バラック・アンプを組みます．

補助機器では保護回路の応答速度，

バラック・アンプでは打ち消し回路

が検討課題です．

本命（？）はマコウスキー回路

6082の使用を前提としたとぎ

いまいちぽん気になる回路はマコフ

スキー回路でした．いろいろ問題が

あるにせよ，未完の回路で改良の余

地があります．以前　本誌でも加鋼

鉄平氏が発表されていたはずです

か　いまの部品環境でこそ生きる，

と思いました

これを本機に当てはめると，8ユ

ニット・パラ時の出力が16露で仮

に40Wとしますと，出力電圧は25

Vrmsになるわけですが　そのとき

の駆動離ははは50Vrmsになり

ます．すなわち，上側の駆動に必要

な電圧は75Vrmsで　下側は50

Vmsです．比率は1対0．66です．

これが他のバイiアスの浅い，いい

換えればドライブ電圧の低い球では

そうはいかないのです．初代フッター

マンに使われた12B4は10パラ以

上にすると．1錐l負荷で40W程度

の出力が得られますが　入力電圧は

せいぜい20Vrmsです．とすると，

上側は45Vmsで下側は20Vrms

になり，その比率は1対0．44です．

この差はたし－、ん大きいのです．

マコフスキー回路では位相反転部

のP側とK側の負荷抵抗の値を変

えていますが　本来ここは同一であ

るべきです．バランスを確保するた

めにそうしているわけですが　ここ

は上下出力を100kQ程度のポリウ

ムで受けて，片側を絞ればよいので

はないでしょうか．

rp＝内部抵抗という視点も別の

意味で重要です．6082の8パラレ

ルでは35額ですし，一万，12B4A

では10パラレルでもまだ1000で

す．16Qスピーカのインピーダンス

は最大で1000近辺に達するでしょ

う．そもそもSEPPは上側と下側の

動作がまったく異なるわけですか

ら，どのような形になるにせよ，低

い卿の球は有利です．

むかLMQ－36をいじっていたと

き，打ち消しなしでも極端にひずみ

は悪化しないことに気がついたこと

があります．むろん変化はしました

が　実用に耐えるレベルだったと思

います．でも，6336は6082より

バイアスは浅いのです．

ということで　深いバイアスと低

rpが“七難を隠す購マコフスキー・

アンプが気になるのです．完成はい

つごろになるでしょうか
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