モノラル３００Ｂシングルアンプ改造記
２０１９年８月１０日
河野俊彦
１、はじめ に
今回 の 改 造ア ンプ は元 々 、１９ ８６年に当 時 勤め ていた会 社 の友 人 の依 頼 によりＫＴ８８ シング
ルモノラルアンプ としてラックス（株）の特注アウト プットトランスを使用し、 鏡面光沢ニッケルクロ
ムメッキ１．６ ｍｍ厚の軟鋼板シャシー で２セット４台（内、２台が自家用）製作した物である。
その後、 今から７ 年程前 に浜松の知 人から
ＧＥＣ（オスラム ）のＤ Ａ３０ 真空管を ２本戴い た
お礼と して、壊れて錆び付い ていたステ レオギ
ャラリー Ｑのモ ノラル３００ Ｂシ ングルア ンプをオ
ーバー ホー ルする 事になり、 実験用アン プ とし
て３ ００Ｂシ ングルアン プに改造した。
こ の時３ ０ ０Ｂ をシ ャシ ー から１ ５ ｍｍ程沈め
る為 、取り け孔を 広げ たので孔周 辺の錆止め
を兼ねて外観をシルバーメタリ ック塗装仕上げ
に変更してサブア ンプとして使っていた。《ＦＩＧ１》に外観写真を示す。
２年程前に輩宅の近所に 太陽光発電施設が出来て商用電源ライン（ＡＣ １０ ０Ｖ）の変動の大
きく なった影響の為か、フリッカノイズが大きく目立つ様になり若干面白く 無い状況に なって来た
ので色々電源関係の調査を した処、後ほど 回路説明の中で詳しく 取り上げるがフリッカノイズ 増
大の原因が太陽光発電施設の稼動の影響であ る可能性があり、電源を安定化していないシン
グルアンプ は特に影響を受け易いと云う事が判明した。
以上の知見から今回再度、電源回路を定電圧安定化電源（ＡＶＲ）化し 、ヒーター 回路等もＤＣ
点火してハムノイズ やフリッカノイズを徹底的に排除した改造を行った次第である。
今回の改造では元の意匠を踏襲する 事に したので、 ＡＶＲを ラックスＯＹ１ ５のチョークトラン ス
のケース内に収納する 事になり、新たに小型で高温環境に耐えられるＡＶＲ を設計した。
ＯＹ１ ５のケースは手元に故障した出力トラン スを２ 個持ってい たので此を分解して中身を取り
出しケースだけを流用した。
今回、新たに設計し たＡＶＲ は形状が小さいのでユニット化し てカスケー ド接続すれば高電圧
出力電源も比較的簡単に実現出来る。ＯＹ１ ５タイプ のチョー クト ラン スが搭載されたアンプ であ
れば簡単に電源をＡＶＲに変更し てア ンプの高性能化が図れる 。
亦、 今回の改造では最近の試作アン プには標準搭載しているアンプ 電源投入時に発生する イ
ンラッシュ電流の低減回路、出力ミュー ティング回路等も搭載する事にした。
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２、回路構成と機能
《ＦＩＧ２》に回路ブロ ック図を 示す。
回路は電圧増幅段、カソー ドフォロア 、
３０ ０Ｂ 回路、＋Ｂ ＡＶＲ、 −ＣＡＶＲ、 フィ ラ
メントＡＶＲ 、電源整流回路、出力ミュー テ
ィン グ回 路 、 イン ラッシ ュ電 流 制 限 回 路 よ
り構成される。
２−１ ）信号増幅段
①、初段はＥＦ８６ を５極管接続で動作させ
約４ １ｄＢの利得を 得ている 。此にＰＧ負帰
還を掛けて低歪み化を 図り３ ２ｄＢ の利得
に仕上げ ている。
②、次にドライブ 段には３ ００Ｂ と歪み打ち 消し の相性が良いと 云われている １２Ｂ Ｈ７Ａの半分を
を使用し て約２３ ｄＢの利得を稼ぎ、残りの半分でカソー ドフォロ アを構成して３ ００Ｂを 低出力イン
ピーダンス駆動とし ている。
カソー ドフォロ ア段を介する事によってドライブ段の負荷を高く取れる ので３０ ０Ｂとの歪み打ち
消 し条 件 が 幅広 く 取れる 。亦 、３０ ０Ｂ とは 直 結動 作 が 出 来る のでカップ リングキ ャパシ タが 不 要
になり低域時定数が増えない事、キャパシタ が無い 為にオ ーバードライブ された時にキャパシタ
の充放電による気絶現象が起きないので耳障りな過渡音が発生しない等の利点がある。
③、電力増幅段の３ ００ ＢはＲＬ＝５ ｋΩと 比較的高い負荷で動作さ せて３０ ０Ｂ 単体が発生する
歪みが出来るだけ少なく なる様な設計とした。
２−２）電源回路
電源回路は信号増幅回路への電源供給は定電圧安定化電源（ＡＶＲ）を採用し た。具体的に
は＋Ｂ 電源、−Ｃ電源、３００ Ｂフィラメント点火用電源である 。
ＥＦ８６、 １２Ｂ Ｈ７ Ａはヒー ターが傍熱管で熱時定数が大きいので点火電源を安定化す る必要
は無いと考えてＤＣ点火のみ採用した。
整流回路は＋Ｂ、−Ｃ電源に元々搭載されていたトランスを使用する 関係でセンタ ータップ 両
波整流回路、フィラメン ト、 ヒーター整流回路は整流ロスを少なくする 為、シ ョットキダイオードを用
いた全波ブリッジ 整流回路とし た。
此処で前章で少しだけ触れたシ ングルアンプの電源回路に定電圧安定化電源（ＡＶＲ）を搭載
する理由について説明しておく 。
先ず 事の始まりは２年程前の出来事で、定例の測定器の定期点検をし ていると 前回の定期点
検時よりも測定系の残留ノイズレベルが増加している事に気付いた事である。
高感度ノイズ 測定機器類で全ての測定器のノイズフロアが１ 〜２ ｕＶ位上昇しており、亦、残留
ノイズ 波形も汚くなっている事が判明した。
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丁度、電力会社が柱上トランスの交換をし た頃であったので注上トラン スの交換に原因がある
かもしれないと思ったが、この時はそれ以上の調査はしなかった。
その後、 アン プの定期保守点検をしていた時にシングルアンプ の一部の機種でフリッカノイズ
が大きく なってスペックを外れる物が出てきたので詳しく調べると、ＡＶＲ を載せて無いシ ングルア
ンプ では問題 が 有り、ＡＶＲ搭載シン グルア ンプは 全 く問 題が 無い 事が 判明 した。
《ＦＩ Ｇ３ ａ》 にＡＶＲ非 搭 載 シ ングル ア ンプ に商 用 電 源 か ら
電力を 供給し た時のノイズ のＦＦＴグラフ、 《ＦＩＧ ３ｂ》に ＡＶＲ
搭 載シ ングルア ンプ に同 様に 商用 電 源 から 電 力 を供 給し た
時のＦＦＴグラフを示す。
《ＦＩ Ｇ３ ａ》では周波数Ｆ＝７Ｈ ｚ辺り に大きなノイズ のピー
クが有る事が見えるが《ＦＩＧ３ ｂ》ではピークは見えない。
次 にＡＶＲ 非 搭 載 ア ンプ に 付いて詳 し く調 べ る と、 デ ータ
は載せていないが商用電源の代わりに 交流定電圧安定化
電源（ＡＣＡＶＲ）からＡＣ１０ ０Ｖを給電する とフリッカノイズ は
出ない 事、 同様に 夜中になる とフリッカノイズ の現象は殆ど
問題にならなくなる事も判った。
普通、ＡＶＲ搭載シン グルア ンプ では商用電源の電圧が変動しても内部の電源電圧は安定化
されており全く 変動し ない ので動作点が変動す る事は無い。従って真空管の不良やアンプ が発
振でもしていない限りはノイズ電圧の異常な揺らぎ変動は発生しない物である。
対し て非安定化電源搭載シングルアン プでは商用電源の変動によ ってアン プの内部電圧、動
作条件が変動するので揺らぎが発生しフリッカノイズとして観測された物だと考えられる。
次に、夜中に なる と問題の現象は殆ど 出ない事も判明したと 書い たが、夜中には太陽光は無
いので発電は出来ない。従って従来通りの電源から電力は供給されるので以前の様にノイズ も
出ない訳である 。
太陽光発電施設が出来る以前はノイズ 測定をし てもフリッカノイズが目立つ 事は無く 、気にな
る事も殆ど無かった。気になる様になったのは件の施設が出来てからである。
夜間に はフリッカノイズが目立たない のは太陽光が無いので発電が停止する為だと 考えられ
るので略、太陽光発電施設の稼動がフリッカノイズ 増大の原因である と思ってい る。
太陽光パネ ルでは太陽光を受けてパネルのセルで発生させた直流電力をインバー タで交流
電力に変換する訳である が、変換された交流と既存の商用交流と 同期を取る必要が有るが同期
精度は如何な物かと 調べてみると Ｆ＝６ ０Ｈｚ±０． ２Ｈｚ以内と云う事であるのでオーデ ィオ関係
から見る と可成りラフなスペックである云わざ るを得ない。実測してみると Ｆ＝５９ ．９８ Ｈｚであっ
たが負荷変動で±０． １Ｈｚは周波数の揺らぎが存在する 様である。
此処でイン バー タ出力の発振周波数を商用電源に周波数と位相を合わせる のに使うインバー
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タのＰＬＬは負荷が変動する と当然周波数も変動し 此に追従しよ うと 波打つ事になるので此に因
る電圧変動が発生する事になり加算合成された商用電源に は波形歪みが重畳される事になる。
此はモ ーターやインバータエア コ ンの様な電力機器では殆ど 問題にはならないと 思われる が、
微小信号を取り扱うオー ディオ機器や精密電子機器ではユ ーザーが気付かないだけで大いに
悪さをしているかもしれないと思う処である。電源ケー ブルを替えると 音が変わると 云う話等は此
等が一因であるかも知れない。
以上の様に現象、メカニズム を考察した結果、商用電源の変動（揺らぎ）が非安定化電源搭載
シングルアンプのフリッカノイズ の原因 であり、此を増大させたのが太陽光発電施設である事が
推測されるに至った訳である 。
次の問題としては、今回の調査で判った事は商用電源から給電してフリッカノイズが目立って
問題になるのは電源を安定化していないシングルアンプ だけで、ＡＶＲ 搭載シングルアンプ や電
源を安定化していないプッシュプ ルアンプ では殆ど 問題にならないと云う事である。
少し理由を考えてみると 、電源を安定化していない普通のシングルアンプ では出力トランス
（ＯＰＴ） に印 可さ れる 商用 電 源 由来 の ＋Ｂ 電源 の 変動 は ノー マル モ ードノイズとし てそのまま トラ
ンスに重畳され、ＯＰＴの巻き線比に応じた電圧が出力されフリッカノイズとし て観測さ れる。
一方、安定化電源を搭載し ていないプッシ ュプルアン プの場合に商用電源からの給電でフリッ
カノイズ の影響が殆ど 出ないのはノー マルモードノイズと してＯＰＴに 給電された＋Ｂ 電源の変動
はプッシ ュプルＯＰＴの両プレー ト端子では同じ電圧波形となり同相電圧ノイズ（コモンモードノイ
ズ）としてプッシュプルＯＰＴで打ち消される からと考えられる 。
以上の考察から、シ ングルアン プ設計に於い ては電源電圧の変動を残留リップ ル電圧を含め
て極力小さくす る事、 フリッカノイズ等の影響は数Ｈ ｚ以下の低い周波数で発生するので、低域周
波数特性を必要以上に広げない方が良さそうである。
フリッカノイズ の様に低い周波数でのノイズはＮＦＢによる 改善が期待出来ない事、スピーカの
自由振動領域で発生す るのでレ ベルが低く ても混変調歪みの原因やドップ ラー 歪みの原因とし
て音質悪化の原因になるので注意が肝要である。
２−３）その他の回路
①、出力ミューティン グ回路
電源投入（ＯＮ）後３ ０秒間アンプ の動作が安定する まで出力を遮断してポップノイズ 等不快な
音が出ない様にミ ューテ ィングを掛ける。ミューテ ィング回路の電源はフィラメン ト回路から供給す
るので電源遮断（ＯＦＦ）時にはリレー の作動が遅れるので出力が瞬断出来る様に電源スイッチ
の回路数を増やしてスイッチでミューティン グ回路の供給電源を遮断す る様にし た。
② 、イン ラッシ ュ電 流 制限 回路
電源投入時、大きな突入電流が流れない様に電源トランスの１ 次巻き線に直列に突入電流制
限抵抗を介挿し、 数秒後に突入電流が収ま った頃を見計らってこの抵抗をシ ョー トする。
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３、回路設計
３−１）信号増幅回路の設計
①、３００ Ｂ回路
《ＦＩＧ ４》に３ ００Ｂのロードラインを 示す。
Ｖｐ＝４２ ０Ｖ、ｉＢ＝６ ２．５ ｍＡ、Ｖｇ＝−８ ５Ｖに動作基
準点を 取り、Ｒ Ｌ＝５ｋ Ωとした ので左図の様にロー ドラ
イン を引く 事が出来る。
こ の図 より最大出 力 Ｐｏ、歪み 率 Kfを計 算 すると、
Ｐｏ＝１／８＊（Ｖｐｈ−Ｖｐｌ）＊（ｉＢ ｌ−ｉＢ ｈ）であるので
Ｐｏ＝１／８＊（６４ ０−１０５）＊（１２８ −１ ８．５）
＝７．３２ Ｗａｔｔ
Ｋｆ＝１／２ *(ｉＢｌ＋ｉＢ ｈ−２＊ｉＢｂ）／（ｉｂｌ−ｉＢｈ）であるので
Ｋｆ＝１／２＊（１２ ８＋１８．５ −６ ２．５＊２）／（１２８ −１ ８．５）
＝０．０ ９８（≒９．８ ％）
と計算さ れる 。歪みは２次歪みが主成分である。実際にはドライブ段との歪み打ち消し効果が
期待出来るので出力、歪み率共若干改善出来ると考えている。
②、カソードフォロア 回路
カソードフォロ ア には双三極管１ ２Ｂ Ｈ７ Ａの片ユニットを 使用す る。３ ００ Ｂのグリッドバイアス
電圧Ｖｇ がプレー ト電圧Ｖｐの割に は深いので、カソードフォロ ア段での電圧ロ スを 出来る だけ抑
える為、カソードフォロア 段の負荷抵抗をＲｋ ＝１ ５ｋ Ωと低い抵抗値に設定して、ｉＢを 多く 流し て
カソー ドフォロア のグリッドバイア ス電圧 Ｖｇを 出来るだけ浅く する設計と した。
次に、ドライブ段の負荷抵抗ＲＬを 高く取れる様にグリッドリーク抵抗Ｒｇも真空管の定格が許
す限り高くしてＲｇ＝２７０ ｋΩとした。亦、供給電圧も定格内に抑える 為にカソードフォロアへの供
給電圧は＋Ｖｃｆ＝＋２ ５０Ｖ、−Ｖｃｆ＝−２２５Ｖとした。
カソードフォロア 段は同相入出力、且つ１ ００ ％帰還が掛かっているのでアンプ の段数が１ 段
増えても歪みが増えたり信号の極性が反転す る事も無い低出力インピーダンスの理想的な直熱
三極出力管のドライブ回路方式である。
③、ドライブ回路
ドライブ段は３００ Ｂのドライブ電圧を 発生させるので高電圧動作が出来る 双三極管１ ２ＢＨ７ Ａ
の残りのユニットを使用す る。ドライブ段へ供給電圧が３０ ０Ｂのプレー ト電圧と同じか、 亦はそれ
以下になるので少しでもドライブ電圧出力の増大を 図る為に、 ドライブ 段にとって電源電圧ロ ス
の多い初段とドライブ段間の直結動作を 本機では採用しなかった。
この為、低域時定数が３段構成と なるのでＮＦＢを掛けた時の低域安定性及び 、時定数のスタ
ガリングの詳細な検討をする必要がある。
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《ＦＩＧ５》１２ＢＨ ７Ａドライブ 段の直流、交流ロードラインを示す。
赤線が直流ロードライン、 青線が交流ロードラインを
表し ている。
直流ロ ー ドライン は後々の歪み打ち 消し作 業の為
に少々高め の抵抗値を 選択している。 ＲＬｄｃ＝６２ｋ Ω
であ る。同様に交流ロ ードラインはＲＬｄｃとカソー ドフォ
ロア 段のグリ ッドリーク抵抗が並列に負荷に なる ので
ＲＬａｃ＝５ ０．４ｋ Ωである。
此処でグリ ッド入力電圧として±１ ２．５ Ｖ ０− Ｐの正弦波を加えてみる とプレ ート電圧が下がる
側をＶｌ、上がる側をＶｈとする とＶｌ＝−１ ７１ Ｖ０−Ｐ、 Ｖｈ＝＋１１ ０Ｖ ０−Ｐの出力電圧を得る。こ の
時の歪み率ＫｆはＫｆ＝０．１ １６（≒１１ ．６％） となる。
３０ ０Ｂ 、１ ２Ｂ Ｈ７ Ａ共に 単体で見ると 歪み率が大きく 悪い様に見えるが数値は似た様な物で
位相が逆転しているので歪みの打ち消しの効果は充分期待出来そうである。
④、初段回路
初段回路は、ドライブ 段と ３０ ０Ｂ の間で歪み打ち消し 動作を 行わせる ので、影響が出ない 様
に低歪み動作をさせる。 この為、ＥＦ８ ６を五極管動作をさ せて利得を稼ぎ、ＰＧ局部ＮＦＢを 掛け
て低歪み化を図り、全体のルー プゲイン（ＲＧ）の調整を行う事とした。
《ＦＩＧ６》にＥＦ８６ の利得対プレ ート電圧グラフを示す。
公開されている資料には適したグラフが無いので近
い動作のグラフから得た数値をを補正して使用する 事
にした。
本機の動作電圧はＶ１ ｓｔ（Ｖｂ）＝１９ ０Ｖである ので
左図のゲ インｇ２ のグラフのＶｂ＝２ ００ Ｖの値を 読ん で
Ｇａｉｎ＝１７ ０（ＲＬ＝２２０ ｋΩ）を得る。
此処で五極管の場合、静特性図からも解る様に 多
少Ｖｂが動いてもＧ ｍは殆ど変わらないので供給電源
電圧Ｖｂ＝２００Ｖの値を使用した。
一般に、 Ｇａｉｎ＝Ｇｍ＊ＲＬであるのでｇ２のグラフの
プレ ート負荷値を本機のプレート負荷値に換算し、ｉＢの値からＧｍの値を補正すると本機の利得
Ｇ１ ｓｔ＝１１２ （＝４１．０ ｄＢ） を得る。
初段には局部ＮＦＢを掛けて歪み率、周波数特性の改善とオーバーオー ルＮＦＢ を掛けた時の
ＮＦＢ 量と仕上がり 利得を 調整す る。仕上がり利得Ａｎｆ ＝２０（≒２６ 、１ ｄＢ ）と した時にオーバー
オールＮＦＢが１０ｄＢ前後なる様に局部ＮＦＢ量を調整する。
⑤ 、バイア ス調 整 回路
３０ ０Ｂ のバイア ス電圧はカソードフォロ ア直結で供給さ れる のでカソードフォロアのグ リッドに
バイアス調整回路は設けられる。
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出力管電流ｉＢ はグ リッドバイアス電圧に依存し 、その電圧が不安定だと出力管の動作も不安
定となり、ノイズを発生させたり、出力管の熱的暴走を引き起こ したりする事がある ので回路設計
には注意が必要である 。
特に、電源電圧の変化やアンプや周囲の温度の変化でバイアス電圧が変動しない様に温度
補償型定電流回路を用いてバイアス電圧を発生させている。
電源電圧が変動しても定電流回路のトラン ジスタ（ＴＲＳ）が飽和しない限り バイアス電圧が維
持される ので、電源ＯＦＦの時でもバイア ス電圧は一番最後迄保持さ れ
出力管のｉＢがパルス的に急増する 様な事は無い ので出力管のフィラメン トを過電流によ る破壊
から保護す る事が出来る 。
３−２）、電源回路の設計
①、＋Ｂ 定電圧安定化電源（ＡＶＲ）の設計
本機では＋ＢＡＶＲをラックス（株）製ＯＹ１５ 型チョークトランスのケースの中に納め る必要が有
るので小型化を 図り、普通のＡＶＲに比べて熱が籠もり易いので高温動作時の於ける安定性、信
頼性の向上を図った。以下省略
熱対策の為、半導体、抵抗は負荷軽減マージ ンを普段のアンプ に比べて大きく 取り温度上昇
を下げる様に配慮した。コ ンデンサ類は温度１ ０５℃、長寿命保証の製品を使用し た。
次に制 御 トランジ スタ は耐 圧が 高 く２次 降 伏の 無い
ＴＯ３タ イプ ＭＯＳＦＥＴを使用し て信頼性、保守性の向上を図った。
今回設計したＡＶＲユ ニットは汎用性を持たせる為に出力電圧を可変出来る様にし た。
《ＦＩＧ９》（省略）の回路定数でＶｏ＝＋４３５ Ｖ±４５Ｖ可変出来る。
亦、ＡＶＲ 保護の電流リミッタはフォールドバック型を採用し てリミ ッタ作動時の損失を抑えた。
電流リミ ッタが働く 出力電流はｉＯｍａｘ＝２２０ ｍＡに 設定されており、これ以上の電流ではフォ
ールドバック保護回路が作動する。
制御ＴＲ Ｓに使う放熱器はθｈ＝３ ．５℃／Ｗ の物を 使用した。 通常動作時の温度上昇は、 凡
そΔｔ＝＋１０．５ ℃であった。亦、ＯＹ１５ケースの中に取り付けた状態での温度上昇は放熱効率
が悪く なり不利になるが、実測で凡そΔｔ＝＋２５℃となり実用上全く問題は無いと考える。
放熱器に 熱抵抗が小さく 、熱容量の大き な物を 付けているのは、出力がショー トした時など、
ＡＶＲが異常動作し た時、制御ＴＲＳの 温度 上昇 を出 来る だけ 低く抑える為の対策である。
②、−Ｃ定電圧安定化電源（−ＣＡＶＲ ）の設計
電源トランスは元々付いていた物を流用した為に電源回路が＋ＢＡＶＲと 共通化が出来なかっ
た。基本的には＋Ｂ ＡＶＲの極性を反転してトラン ジスタのＰｃｈ、Ｎｃｈをそれぞれ入れ替えて電圧
を−ＣＡＶＲ用に変更した物である。
−ＣＡＶＲの入力電圧はＶｉ＝−２ ８０Ｖ、出力電圧はＶｏ＝−２２５Ｖに設定した。
−ＣＡＶＲの制御ＴＲ Ｓに掛かる 電圧Ｖｄｓ が大きく 取られてい るのは、 電源ＯＦＦ時にカソードフ
ォロア段の−電源が早く減衰す ると３０ ０Ｂのバイアス電圧が急激に浅くなってｉＢが急変してポ ッ
プ ノイズ が発生す るので、−ＡＶＲ の飽和を遅らせ出来る だけ長く出力電圧を 保持さ せる 為であ
る。
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次に、 ＡＶＲ保護の電流リ ミッタは此もフォールドバック型を 搭載している。出力電流がｉＯ＝５０
ｍＡ以上になった時に作動する。
普段の通常動作時の発熱では放熱器は必要無いが出力ショー トなど の異常動作時の温度対
策でθｈ＝１０ ℃／Ｗの物を付けている。
③、フィラメント点火ＡＶＲ回路の設計
３００ Ｂの フィラメントはサンケン電気（株）製３端子レギュレータ ＩＣのＳＩ３ ０５ ２Ｐ用いて５Ｖ直流
定電圧点火している。
④、整流回路の設計
＋Ｂ整流回路、−Ｃ整流回路は元々付いていた電源トランスを使ったのでセン タータ ップ 両波
整流である。ダイオードはファーストリカバリタイプ を採用した。
フィラメン ト電源、 ヒータ ー電源の直流点火はヒ ーター 巻き 線を 使うのでブ リッジ 両波整流とす
る。 整流電圧ロス低減の為にショット キバリア ダイオードを使った。ヒー ター電源はヒー ター に直
列に抵抗を入れてヒーター 電圧をＤＣ６．３ Ｖに調整す る。

⑤、電源デカップル回路
１ｓ ｔ電源、ドライブ電源、カソードフォロ ア電源の電源供給とデカップ ル機能である。電圧調整
用のブ リーダ抵抗を設けている。
各電圧はＶ１ｓｔ＝＋１９ ０Ｖ、Ｖｄｒｖ＝＋４ ２５Ｖ、Ｖｃｆ＝＋２５ ０Ｖである。
３−３）、サービ ス回路の設計
突入電流制限回路、出力ミューテ ィング回路等を アンプ 実使用上の機能向上の為のサービ ス
回路と呼んでいる。
①、突入電流制限回路
ＡＣ１次回路に介挿されるインラッシュ電流制限回路、フィラメン ト突入電流制限回路がありリ
レーとＯＮディレイ回路で構成されたＯＮ ディレイタイマーである。
《ＦＩＧ１４ 》 に突入電流制限回路の基本回路図を示す。
リレー用電源は新たに作る巻き線が無いので、ヒ ーター 電源から供給する事にして、ＤＣ５ Ｖリ
レーを使用した。
タイマー作動開始時間は厳密に設定する 必要が無いので約４〜７秒のＯＮディレイとし た。
イン ラッシ ュ電 流制 限 回路 は ＡＣ１次 回 路に介 挿 される ので安全 規 格認 定 部品 を使 用した。
②、出力ミューティン グ回路
フィラメン ト電源整流回路から給電されるのでリレーはＤＣ５Ｖの物を使用した。
出力ミ ュー ティン グ時間は３ ０秒のＯＮ ディレイとし た。真空管が通電作動後、 余裕を持たせて
ミューティン グ解除する事でポ ップ ノイズが出ない様にしている。
出力回路には純容量負荷時の安定度対策の為にＣＲ スナバー （通称、ゾー ベル回路）と出力
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コイル、ダンプ抵抗が設けられている。
４、機構設計
既存アン プ の改造である ので意匠関係はそのまま 踏襲する 事に した。亦、新たに 取り 付けら
れるプ リント 基板類はサブシャシーを 作って此に取り付け、サブ シ ャシ ーは既存のシャシ ー孔を
使って取り付けられる様に工夫した。
トラン スの取り付けは伏せ型からシャシー 上面に横型で取れ付けられる様に変更し た。 此によ
ってシャシー内部が広く使える様になった。
《ＦＩＧ１６ 》にアン プの機構検討図（当たり図）を示す 。

この図面を使って部品の取り付け方法、配線の手順等作業上の細かい留意点を検討する 。
《Ｆ ＩＧ １ ７》に ＋ＢＡＶ Ｒの当たり 図を 示す。
メイン安定化定電圧電源になる＋Ｂ ＡＶＲを
ＯＹ １５ 型ト ランスのケース内に納め る必要が
有るので細かく検討す る為作図した。
亦、取り扱う電圧も高い上に、ケースが被さ
ると内部の状態が全く 見えないので高圧部が
ケー スや取り付け ネジ 頭に接触 したり しない
様に部品の形状、取り付け方法、部品間空間
距離等もこの当たり図で詳 細にチェッ ク検討
してお く必 要がある 。一応、 問題の無い 事は
確認出来た。
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５ 、プリント基板の設計
新たに設計したプリント基板は、＋ＢＡＶＲ回路基板、−ＣＡＶＲ回路、フィラメントＡＶＲ回路、出
力回路、 電源デカップ リング回路一体型基板、電源整流回路基板、フィラメント突入電流制限回
路基板である。 各回路は機能毎にまと めて基板化したが、フィラメント突入電流制限回路だけは
後付で急遽取付る 事になったので独立した基板となった。
信号増幅回路基板は以前作ったシングルアン プ用の基板を改造して流用した。
５−１）、＋Ｂ ＡＶＲ基板の設計
《ＦＩＧ１ ８》に＋ＢＡＶＲ基板のア ートワークを示す。
試作枚数が少ないので片面ガラスエ ポキシ 基板をルータ
加工機で彫刻加工し て作る事にした。
制御ＭＯＳＦＥＴは故障時に交換作業が簡単に 出来る 様
にＴＲＳソケットが使えるＴＯ３ タイプの石を使用した。
ヒー トシン クとＭＯＳＦＥＴをネジ で共締め して取り付け、ヒ
ー トシンクが接地されない 様にし て、 ＡＶＲをカスケード接続
し て電圧を稼ぐ時や−ＡＶＲ として使う場合にＡＶＲのフロー
テ ィング動作が簡単に出来る 様に考慮した。
亦、 色々な用途が考えられるので出力電圧が可変出来
る 様にし た。過電流保護はフォールドバック型を搭載した。
プ リント基板外形寸法はＷ ｘＤ ＝８ ０ｘ６５ （ｍｍ）であ る。
５−２）、−ＣＡＶＲ回路、フィラメントＡＶＲ、出力回路、他、基板の設計
《ＦＩＧ １９》に−ＣＡＶＲ回路、フィ
ラメン ト ＡＶＲ、 出力回路、 電源デ
カッ プル 回 路 基 板 の ア ート ワー ク
を示す。
基 板材質 は片面ガ ラスエ ポ キ
シ 基板 （ＦＲ− ４）である。
プリント基板外形寸法は
Ｗ ｘＤ ＝１ ６５ ｘ７ ０ （ｍ ｍ）であ る。
５−３）、電源整流回路基板の設計
《ＦＩＧ ２０ 》に電源整流回路基板のアー トワー クを 示
す。
この基板には＋Ｂ 、−Ｃ電源、フィラメン ト、ヒー ター
の整流回路及びＡＣ１ 次回路に介挿されるインラッシ ュ
電流制限回路制御部が搭載される。イン ラッシ ュ電流
制限抵抗は容量２５ Ｗのセメント抵抗で大型形状の為
外付けにし た。亦、 リレ −は耐圧、電流共に 大き な物
を使用する必要がある。
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５−４）、フィラメン ト突入電流制限回路基板の設計
《ＦＩＧ２１ 》にフィラメント突入電流制限回路基板のアー トワー クを示す。
単純で簡単な回路であるので蛇の目ユニバーサル基板に手配線し て
作った。

５−５） 、信号増幅回路基板の改造
信号増幅回路基板は３０ ０Ｂ シ ングルステ レオア ンプ 用とし て数年前に作った物を流用した。
シャシーと基板で真空管の取り付け 位置が違っていて其の儘では基板 を取 り付 け出来ないの
で工夫をし て使える様にした。亦、基板の引き出し 線の方向がハーネス線と反対になっていたの
で合わせる 為に基板を裏返して使う事にし たので配線の引き回しが整理されすっきりした。
６、プ リント基板の組み立て
《ＦＩＧ ２２》に＋Ｂ ＡＶＲの組み立て写真を示す。
ヒートシ ンクはθｈ＝３ ．５℃／Ｗの熱抵抗を 持つ 物
であ る。制御ＭＯＳＦＥＴには手持ち部品の関係で耐圧
Ｖｄｓ≧８００ＶのＴＯ３タイプの２ＳＫ３５ １を使用した。
プ リン ト基板には直 流高電圧が掛かる ので電気腐
食対策でパターン全体に半田メッキ を施している 。
《ＦＩ Ｇ２ ３》に−ＣＡＶＲ 回路、 フィラメントＡＶＲ、 出力
回路、電源 デカッ プ ル回路基板の組み立て写真を 示
す。フィラメントＡＶＲは電力損失を 考慮して少し大きめ
のヒ ートシン ク（θｈ＝６℃／Ｗ ）を 搭載して温度上昇を
抑えている。
《ＦＩＧ ２４》に源整流回路基板の写真を示す。
写真左側が＋Ｂ，−Ｃ電源整流回路、右半分がフィ
ラメン ト、ヒータ ー電源整流回路でフィラメント用にはア
ルミ板を取り付けて放熱を改善している 。
右下の黒い 四角い部品が１ 次電源インラッシュ電流
制限回用リレーでパナソニック製の電安法規格品を採
用し た。
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《ＦＩＧ２ ５》にフィラメント突入電流制限回路基板の写
真をを 示す。
電源が立ち上がらない 問題が起きて急遽作ったの
で蛇の目ユニバーサル基板に手配線となった。
３ 端子レ ギュレ ータ ＩＣのＳＩ ３０ ５２ Ｐはフォー ルドバ
ック電流リミ ッタが働く最小電流はｉＯ＝２． ３Ａとなって
いるので、３ ００Ｂ が冷えていてフィラメン トの抵抗値が
低い時でも、 通電開始時のラッシュ電流をこ の値以下に抑える 必要がある。
Ｔａ ＝２ ５℃の時、フィラメント抵抗値は０． ９Ωであったのでシ リーズ抵抗と して１ ．５Ωを入れ、
通電７ 秒後にリレーで抵抗をシ ョートし てフィラメントには正常電圧５Ｖが掛かる様に働く 。
《ＦＩＧ２６》にドライブ基板の写真をを示す。
調整箇所の多い ドライ ブ基板は実装し てから部品
の交換をす る 必要が有る ので両面基板を使う事にし
たが、 余りお 金は掛け られないので以前作った 基板
の残り 物を本機に 取り付け られる様 に改造し て流用
する 事にした。
流 用 した基 板 と シャシ ー の ソケッ ト取り付け寸 法 が
違っていたので写真の様にプリント基板とソケットをア
ダプ タ 金具でユ ニット化し て取り付ける 事で辻褄を 合
わせた。
亦、 プ リン ト基板から配線を 引き 出し易く す る為に
基板を裏表ひっく り返して使った。 此で配線の引き回しが大分すっきりして綺麗になった。

７、プ リント基板の通電チェック
７−１）、＋Ｂ ＡＶＲ基板の通電チェック
チェック前の準備として、＋ＢＡＶＲ基板の入力端子、グラン ド間にＤＣ５０ ０Ｖ−１ Ａ出力出来る
可変電源を接続、出力端子、グ ラン ド間に電子負荷装置を接続する。 入出力の電圧、電流は外
部電源、電子負荷の指示計に て読み取る 事と する。亦、Ｋ型熱電対温度計のセンサー部分を接
着材付きのアルミテ ープでＭＯＳＦＥＴのケー ス（ＭＯＳＦＥＴケースは活電部であるので感電、シ ョ
ート事故に注意する事）に貼り付け る。電子負荷のシンクＶＲ反時計方向に廻し切って吸い込み
電流を０ に設定する。可変電源の出力電流リミッタをｉＯ≦３５ ０ｍＡに設定する。
次に可変電源の出力電圧Ｖｉを徐々に上げて行き＋ＢＡＶＲの出力電圧Ｖｏが追従して上昇す
る事、出力電流は流れない 事を 確認す る。引き続き電圧を 上げ て行く と＋ＢＡＶＲの出力電圧が
Ｖｏ＝＋３ ８０ Ｖ〜＋４ ７０ Ｖの間で変化し なくなるが＋ＢＡＶＲが作動して出力電圧が安定化さ れ
た為であ る。次に、可変電源の出力を＋ＤＣ５０ ０Ｖ迄上げ 、電子負荷のシン クＶＲを時計方向に
徐々に 廻して行き出力電流ｉＯが増加し て行く事を確認する。電流を増加していくと ｉＯ≒２２０ ｍＡ
迄はＶｏに変化無し 、此を 少し超えた処でフォー ルドバック型電流リミ ッタが働き急撃に 出力電
圧、電流共に低下して共に略０ となる事を 確認す る。 シン クＶＲを反時計方向に廻し切ると 電圧
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が復帰し安定化電圧値を示す事を 確認する。数回繰り返して動作異常無き事を確認する。
以上の確認が出来れば、＋ＢＡＶＲの半固定抵抗を可変し てＶｏ＝＋４ ４０Ｖに合わせる。
次に、出力電流をｉＯ＝１００ ｍＡ設定して１時間程稼動させてＭＯＳＦＥＴの温度上昇を 測定す
る。測定された温度がＴｃ＝２ ３℃＋周囲温度Ｔａ±５℃であれば正常動作と考えられる。
７−２）、−ＣＡＶＲ回路、フィラメントＡＶＲ、出力回路、電源デカップル回路基板の通電チェック
①、−ＣＡＶＲ 回路の通電チェック
可変電源、 電子負荷を＋Ｂ ＡＶＲ の場合と極性を逆にし て接続す る。出力電圧の極性確認の
為 、出力 端 子にデジ タル マル チメー タを接続しておく。
可変電源の出力電流リミッタはｉＯ＝１００ ｍＡに設定する。
次 に、可 変 電源 の 出 力Ｖｉを少し上げ て、 デジ タル マル チメータの 表 示 電 圧が − 電 圧を 指示 す
る事を 確認出来れば、可変電源の出力を上げ て行きＶｉ＝−２８ ５Ｖに設定する と−ＣＡＶＲ出力
がＶｏ＝−２２ ５Ｖ±１０ Ｖ以内となる事を確認す る。
次に、電子負荷のシンク電流を増やして行くと ｉＯ＝５ ０ｍＡ迄はＶｏに変化無し、此を超えると
−ＣＡＶＲ のフォールドバック型電流リミ ッタ が働き、Ｖｏ、ｉＯ共に略０に なる 事を 確認する 。シン ク
電流を０ ｍＡにする とＶｏが復帰する事を確認する 。数回繰り返して動作異常無しを確認す る。
②、フィラメントＡＶＲの動作チェック
入力に 外部電源よりＶｉ＝ＤＣ＋８． ７Ｖを接続して出力に Ｖｏ＝ＤＣ＋５． ０Ｖが出力される事を
確認す る。出力にＲ ＝３ ．９Ωを接続してｉＯ＝１． ２５Ａ流し てもＶｏに変化の無いことを 確認する。
③、出力ミューティン グ回路チェック
②の通電中に出力回路のリレ ーと 制御ＴＲＳのコレクタの間にある コネクタＣ Ｎ４０ ５をショート
すると 、約３ ０秒でリレーが作動する 事を確認する。
④、電源デカップル回路のチェック
目視検査で取り付け られた抵抗値、 キャパシタ の耐圧、容量、極性に間違いが無い事を確認
する。
７−３）、電源整流回路基板のチェック
①、ヒーター 電源整流回路は外部トランスよりＡＣ６．３Ｖを印可し て無負荷出力ＤＣ＋９．２Ｖが出
力される事を確認す る。次にＡＣ電源印可後数秒でインラッシュ電流制限回路のリレーが作動す
る事を確認する 。
②、フィラメント電源整流回路、＋Ｂ、 −Ｃ 電源整流回路は目視検査を して、抵抗値、 キャパシタ
の耐圧、容量値、極性及びダイオードの部品名、極性に間違いが無い事を確認する。
７−４）、フィラメン ト突入電流制限回路基板のチェック
電源コネクタに外部電源からＤＣ＋８ ，２Ｖを加えて数秒後リレー が作動す る事を 確認する。
７−５）、信号増幅回路基板のチェック
目視検査でソケットの端子番号、機能と プリン ト基板の端子番号、機能が回路図通りになって
いるか入念にチェックする。
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次に、ヒ ータ回路に極性を注意してＤ Ｃ＋６．３ Ｖを供給しＬＥＤが点灯する 事を確認す る。
真空管の電源として、Ｖｄｒｖ＝ＤＣ＋４２５ Ｖ、Ｖ１ｓ ｔ＝ＤＣ＋１９０Ｖ、Ｖ−ｃ＝ＤＣ−２２５Ｖを外部
電源より供給して各真空管のＶｐ、Ｖｋ を測定する。
測定値は初段プレート電圧Ｖｐ（１ｓ ｔ）≒＋７５ Ｖ、ドライブ 段プ レート電圧Ｖｐ（ｄｒ ｖ）≒＋２２５ Ｖ、
カソー ドフォロア 段カソード電圧Ｖｋ（ｃｋ ）≒−９ ５Ｖの前後の電圧値が出る事を確認する 。
次に、コネクタＣＮ １０１ に正弦波信号Ｆ＝１ ｋＨｚ、Ｖｉ＝１ ０ｍＶを加えて初段、ドライブ段のプレ
ート、 カソードフォロ ア段のカソー ドに信号が出ている事を、入力インピーダン ス１ ０ＭΩのプ ロー
ブを 用いて、オシ ロスコー プで波形観測し 信号が出る 事、極端な歪み波形で無い 事を確認する。
カソードフォロア 出力端子で出力電圧がＶｏ＝１６．８Ｖ±０．５Ｖ出ている事を確認す る。

８、組み立て配線作業
《ＦＩＧ２７》に内部配線写真を示す。
回路実装に プリン ト基板を用いる事に よって、基板
を用意す る手間と労力が要るが、実装前に回路ブロ ッ
ク毎に通電テ ストが出来、実装配線もす っき りと 見た
目が綺麗に なり視認性、信頼性が増す 事や、真空管
ソケット周りの電圧チェックの時に、テ スタ 棒の先で誤
って他の部品に接 触したり して壊す 危険性が減る 等
のメリットがある 。
《ＦＩＧ２ ８》に電源コンパー トメン ト及び シャシ−上面
の写真を示す。
電源トランスは改造前のアンプ に付いていた物で、
元々はシャシー に伏せ型 で取り付けられ ていたが、
取り付 け金具を作ってシャシ−上面に横型で取り 付
けられる 様に変更し た。
真ん 中の銀色に見えるのが＋Ｂ ＡＶＲである。
《ＦＩＧ ２９ 》にフィラメント 突入電流制限回路の写真
を示す。
フィ ラメント 点火電源は無負荷では正常に 電圧が
出るが、真空管を挿すと電源（ＡＶＲ）が立ち 上がらな
く なると 云う不具合の為、急追加し た回路である。
取付ける場所が無いので整流基板の開きスペー ス
にア ダプタ金具を作って縦に取り付けた。正に合わせ
大工仕事である。
９、通電チェックと調整作業
９−１）、通電チェック
前以て各プ リント 基板毎に単体で通電テストを行って動作確認をし てあ るので、ＡＣ電源に接
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続してア ンプ 全体での通電チェックは主に配線ミスが無い事、及び安全性の確認となる。
以下、《表１》に１号機の概略各部測定電圧を記す。
１次電源電圧：ＡＶ１００ Ｖ
消費電力Ｐｃ＝７０Ｗ
であった。
試作機の場合、無理し てやる必要は無いが
電気用品安全試験としてＡＣ１ＫＶ一分間の絶
縁耐圧試験、及びＤＣ１ ｋＶの絶縁抵抗試験を
行うと良い。
安全確認基準はＩＥＣ６０ ０６５に準拠する。
調整作業では９ −２）、歪み打ち 消し調整作業、９ −３ ）、ＮＦＢ を掛けて仕上がり利得調整作
業、９−４）、周波数特性、イン ディシャル応答波形調整作業を 行う。
９−２）歪み打ち 消し調整作業
シングルア ンプでの 歪み の 発生 原 因は 負 荷抵 抗 （ロードライン） の設 定 不良 、動 作点 の設 定 不
良に因る２ 次歪み、大出力時に振幅直線性が取れなくなって発生する３ 次歪み、 及びそれらの
相互作用による物である。
２次歪みの打ち消しは主に出力段とドライブ段の間で行われる。本機の様にドライブ段と出力
段 の間 に低 歪み 率 でインピー ダンス変 換 に優れたカソードフォロア 段 を設けるの は 理想 的 である
と考えられる。３ 次歪みは系の線形性に依る ので高電圧、大電流動作やＮ ＦＢ を掛けて直線性を
良 くする事 で 改善するこ とが出 来 る。
次に、初段増幅回路に求められる事はロー ノイズ、 低歪み率で要求される十分な利得が得ら
れる事である。 従って高μ三極電圧増幅管に浅いＮ ＦＢを掛けた物、亦は五極電圧増幅管に深
いＮＦＢ掛けて低歪み率動作を実現した物、等が候補として考えられる。
３０ ０Ｂの様に深いバイアス時のリニアリテ ィが余り良く無い２次歪みの多い三極真空管はＴＶ
のＣＲＴの水平増幅管の様に ２次歪みが多く発生する 様に作られた１ ２Ｂ Ｈ７ Ａの様な三極真空
管をドライブ段に使う事によって出力段と ドライブ 段で発生する２ 次歪みの極性が丁度逆になっ
て打ち消し合い、歪みの低減を図る事が出来る。
実際 の 歪み 打ち 消し作 業 では 、ア ンプを歪 み率 測 定が 出 来る状 態 にセットして
①、入力に周波数１ｋＨ ｚの正弦波信号を 入力し、出力１Ｗ ａｔｔ／８Ω時の出力歪み波形を観測し
ながら３００ Ｂのバイアス電圧を微調整して歪み率が最小になる 様に調整す る。
②、次に同様に歪み波形を観測しながらドライブ 段の１２ ＢＨ７Ａのプレー ト抵抗値、カソード抵抗
値を微調整して更なる低歪み率になる抵抗値を調整する 。
③、以上の①、②、の作業工程を数回繰り返して最小歪み率になる様に調整をす る。こ の時出
力を上げ て行って歪み率カーブ が急撃に悪化したりし ない事を確認する 。亦、周波数１０ ｋＨ ｚ、
１０ ０Ｈ ｚでも歪み率カーブ の傾向が１ ｋＨ ｚと極端に違っていない 事を 確認す る。（歪み波形の観
測はリサージ ュ表示を用いて行うと直感的に理解し易い。）
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９−３）、ＮＦＢを掛けて仕上がり利得の調整作業
①、周波数１ｋＨｚでのオープ ン利得Ａｏを精密に測定する。Ａｏ＝６１． ６５（＝３５ ．７９ｄＢ）
② 、仕 上が り利 得 をＡｎｆ 、帰 還率 β ＝ Ｒｋ／ （ Ｒｆ＋Ｒｋ） （但 しＲ ｆ：Ｎ ＦＢ抵 抗、 Ｒｋ：カソー ド抵 抗 ）と
すると Ａｎｆ＝ Ａｏ／（ １＋ Ａｏ＊β ）で あるの で、此 よりＲｆ＝ （Ａｏ＊Ａｎｆ ／（ Ａｏ−Ａｎｆ）− １） ＊Ｒｋ
を得る。
本機の計算例を 示すと オー プン利得（実測値）Ａｏ＝６１．６ ５、仕上がり利得Ａｎｆ ＝１ ９．９０
（≒２６ ．０ｄＢ ）よりＲｆ＝２．８ ６ｋΩ（７ ．５ＫΩ／／４．７ｋ Ω）、Ｒｋ＝１００ Ωと なる。
９−４）、周波 数 特性 、インディシ ャル 応答 波 形調 整 作業
先ず 、周波数特性調整作業につ いて記す。
本機の無帰還時の周波数特性を《ＦＩＧ３ ０》に示す。
データ は正規化されているので、０ｄＢがオー プン
利得Ａｏ＝３５． ８ｄＢ になる。
初段はＮＦＢが掛かっているので殆どＯＰＴの周波
数特性である と見て良い。 此を見る とF=70ｋ Hz辺り
にトランス内に共振点がありF特上のデ ィップ と位相
の急激な回転がある事が分かる。
このグラフに −９ ．８ ｄＢの処に 横線を引く と 此が
仕 上 が り利 得 Ａｎｆの ライン となる 。こ の Ａｎｆライン は
凡そＦ＝７ ０ｋ Ｈｚでオー プン 利得のグラフと交叉し 、交叉す る角度は−１２ ｄＢ ／ｏｃｔ．であるので
こ の周 波数 近 傍で Ａｎｆ のグラフにピークを持つ 事になる。発 振す るか どうかの 判定 は ルー プ利 得
のナイキ スト線図を描いて見ると 発振しない事が確認出来る 。
参考迄に、低域側のカットオフ周波数Ｆｃｌ＝１６ Ｈｚとなっている。
《ＦＩＧ３１ 》に負帰還を掛けた時の位相補償無しと位相補償有り時の周波数特性を示す 。
NFB抵抗だけで位相補償キャパシタ の無い場合は
Ｆ ０ ＝６ ５ｋ Ｈｚの処にＡｐ＝＋１ ０ｄＢの２ 次系のピー ク
（ベル型）が観測される。
次に、 位相補償と 高域利得補償を行ってピー クの
無い周波数特性に追い込んで行く 。
調整に当たってはインディシ ャル応答波形を観測し
ながらカットアンドトライを繰り返し補償を最適値に収
束さ せて行く と良い。
《FIG32》にインディシ ャル応答波形をしめす 。
F=65k Hzから急撃にF特が減衰する ので矩形波の応
答は狭帯域特性になっているのが分かる。
この状態で純容量付加テ ストで容量値０． ０１ｕＦ〜
２．２ｕＦ迄変化させても発振を生ず る事は無い。
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次に低域周波数特性調整作業について記す。
本機は帰還ルー プ内に初段と ドライブ 段が直結で無いので低域時定数を ３個持つ。亦、 取り
扱う周波数が非常に低いので実際に測定し て確認す るのが難しいと云う問題がある。
初段と ドライブ段の段間時定数を ＴＬ１ 、ドライブ 段と カソードフォロ ア段の段間時定数をＴＬ２、
出力トランスの時定数をＴＬ３ とすると、 本機の場合スタガリングはＴＬ１ ≧ＴＬ２≫ＴＬ３である。
負帰還量がＲＧ ＝３．１ ２（＝１０ ．０ｄＢ） である のでスタガリン グ比Ｋ＝（ＴＬ１≒ＴＬ２／ＴＬ３）
≧９．０であればピー クは生じない。（注１参照）
今、ＯＰＴの１次インダクタンスＬ＝２７ Ｈ、３ ００Ｂ とＯＰＴの負荷抵抗を合成負荷抵抗ＲＬとする
とＲＬ＝７３ ０Ωとなり、ＴＬ３ ＝２ ７／７３ ０（Ｈ ／Ω）＝０ ．０３７ （Ｆｃ＝４．３ Ｈｚ）である。次にＴＬ２ は
ＴＬ２ ＞ＴＬ３でＫ≧９であれば良いからＴＬ２ ≧０． ３８７（Ｆｃ＝０． ４１Ｈｚ）である。
ＴＬ２ よりカソードフォロア段のグリッド抵抗をＲｇ ＝２ ７０ｋ Ωとする とＣ＝１．４ ３ｕＦとなる 。中途
半端な値で手持ち在庫には無い ので、在庫のキ ャパシタ ではＣ＝２．２ ｕＦ亦は１．０ ｕＦを選ぶ事
になる。Ｃ＝２ ．２ｕＦの場合はＫ＝１６ ．０と なり 問題は無いが、Ｃ＝１．０ ｕＦの時はＫ＝７．３と な
り、スタガー比が不足す るので低域に少しピークが出来る事が考えられる。
本機では取付場所、外形形状からＣ＝１．０ ｕＦを採用したので低域にピ ークが出来た時は、
入 力 ＶＲの 後 段 にある ＤＣカットのキ ャパ シ タ の容 量 値 を調 整 し て低 域 周 波 数 特性 を Ｆ＝１ ０Ｈ ｚ
前後から減衰させる事でピークを取る事が出来る。
低域周波数特性の調整はカットアンドトライだけでやるには技術的、測定機材的に も結構難し
いので、ＳＰＩＣＥでシミ ュレーシ ョンした結果を援用す れば比較的簡単に調整出来る。
試行錯誤の結果としてＮＦＢを掛けた時の低域カットオフ周波数は略Ｆｃ＝６．４Ｈ ｚとなった。
１０ 、測定データ
１０ Ａ）、１号機：ＭＡ３０ ０ＢＳ−１
１０ Ａ−１）、 基本特性
ａ）、消費電力

Ｐｃ＝７０ ．８Ｗ

ＡＣ１０２ ．５Ｖ（Φ＝６ ０Ｈｚ）

ｂ）、利得

Ａｎｆ ＝２ ５．８ｄＢ

ｃ）、残留ノイズ

Ｖｎｆ＝０．１２ ｍＶ（ｆｌａｔ）／Ｖｎａ＝０ ．０５２ ｍＶ（ＩＥＣ−Ａｎｅｔ）

ｅ）、ダンピ ングファクタ

ＤＦ＝９． ８／８ Ω（ＯＮ −ＯＦＦ法）

Ａｏ＝３ ５．８ｄＢ

９Ａ−２）、周波数特性
ａ）、周波数特性（ＮＦＢ＝０ｄＢ）
《ＦＩ Ｇ３ ４ 》にオ ープ ン 利得周波数特性（Ｆ特）を 示
す 。デー タは正規化さ れて表示している。 従って基準
レベル０ｄＢｒＡはＡｏ＝３５． ８ｄＢである。
本機に使用したＯＰＴは最近の高性能ＯＰＴと 比べ
る と高域遮断周波数特性は１ オクター ブ位低い ので
出来るだ け帯域を広く 取り、純容量負荷安定度や波
形伝送性を良くす るに はＮＦＢ補償に 工夫を 要す る。
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ｂ）、周波数特性（Ｎ ＦＢ ＝１ ０．０ｄＢ）
《ＦＩＧ３ ５》に負帰還をＮＦＢ ＝１０ ．０ ｄＢ （組み合わ
せる ＮＦ Ｂ抵抗の関係 でＮＦＢ 量が増えた）掛け た時
の周波数特性を示す 。グ ラフは正規化さ れている の
で基準レベル０ｄＢ ｒｅｆはＡｎｆ＝２５．８ ｄＢである。
一般に は、 ＮＦＢを掛けた後のＦ特の補正はオープ
ン利得ＡｏのＦ特カーブ と仕上がり利得ＡｎｆのＦ特カー
ブ が交わる 周波数で−３ ｄＢ 落ち 位に調整す る のが
良い が、此だと 本機の場合ＯＰＴの周波数帯域が狭
いのでＦ≧２０ｋ ＨｚでＦ特の減衰が大きく なるのでピーキング法を用いてＦ＝６０ｋ Ｈｚ位までカーブ
がうねる事無く 素直に−１ ｄＢ位の減衰で収ま る様に調整した。
この為にインディ シャル応答波形に多少のリンギン グを生じ、Ｆ＝６５ｋ Ｈｚから急撃にＦ特の減
衰と位相の回転が始まる が、純容量負荷試験でも容量をＣ ＝２ ．２ ｕＦ迄増大し ても発振する 事
は無いので一応問題無しとした。
１０ Ａ−３）、 全高調波歪み率特性
ａ）、ＴＨＤ＋Ｎ

ｖｓ

Ｐｏ（ＮＦＢ＝０ ｄＢ）
《ＦＩ Ｇ３６ 》に 無帰還時の高調波歪み率対出力図を
示す。
Ｆ＝１ ｋＨ ｚとＦ＝１ ０ ０Ｈ ｚでは歪み率のカー ブに 殆
ど 差が無い のは周波 数振幅、 位相共大きな差 異が
無くドライブ 段と 出力段での歪み打ち消し作用が良好
である事を示す。対してＦ＝１０ ｋＨｚで歪み率が悪く な
っている のは、周波数振幅、 位相の差異が大きく 打ち
消しが上手く行っていない と云う事である。

ｂ）、ＴＨ Ｄ＋Ｎ

ｖｓ

Ｐｏ（ＮＦＢ＝１０．０ ｄＢ）
《ＦＩＧ３ ７》負帰還ＮＦＢ＝１０．０ ｄＢ を掛けた時の全
高調波歪み率対出力図を 示す。
Ｆ＝１ ｋＨ ｚに 対し てＦ＝１ ００ Ｈｚ、Ｆ＝１０ ｋＨ ｚで歪み
率が悪化す るのはＯＰＴの高低両周波数帯域で振幅
特性、位相特性が悪化してＦ＝１ ｋ Ｈｚに対してベ クト
ル的に負帰還量が減少する為である。従ってＮ ＦＢ 効
果を 生かす為に もＯＰＴの周波数特性、 位相特性が
重要になり広帯域ＯＰＴが必要と なる訳である。。
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ｃ）、ＴＨ Ｄ＋Ｎ

ｖｓ

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ（ＮＦＢ＝１ ０．０ｄＢ）
《ＦＩＧ ３８ 》負帰還Ｎ ＦＢ＝１ ０． ０ｄＢを 掛けた時の
高調波歪み率対周波数図を示す。
図はＰｏ＝１ Ｗａｔｔ、１／８Ｐｏｍａ ｘ、１ ／２ Ｐｏｍａｘ示
す。 Ｆ≧１ ０ｋＨ ｚと Ｆ≦１ ００Ｈ ｚで歪み率が悪化する の
は、《ＦＩＧ３７ 》の説明と 同様にＦ特が減衰してＮＦＢ 量
が減少する事、 位相の回転に因り打ち消し条件が外
れる為である。

１０ Ａ−４）、 ダン ピングファ クタ（ＤＦ）、出 力インピーダンス（Ｒｏ）特性
《ＦＩＧ ３９ 》にダン ピン グファクタ （Ｄ Ｆ）、 出力インピ
ー ダン ス（Ｒｏ）対周波数特性を示す。
ダン ピング ファクタ はＤ Ｆ＝９ ．０（電流注入法）で、
ＯＮ−ＯＦＦ法（ＤＦ＝９ ．８）に比べて少し低くなってい
る。
ダン ピン グファクタの周波数特性カーブ はＮＦＢ ル
ー プゲイン の周波数特性の傾向を概ね代弁している
と 見て良い。
１０ Ａ−５）、 インディシ ャル応答波形
ａ）．ＲＬ＝８Ω＋Ｃ＝０ｐＦ〜２ ．２ｕＦ
《ＦＩＧ４ ０》にＲＬ＝８Ω＋Ｃ＝０ｐＦ〜０．１ ｕＦのイン
ディシャル応答波形写真を示す。
Ｃ＝０ ｐＦではＦ特の処で説明し た様にＦ＝６５ ｋ Ｈｚ
で急激なＦ特の変化を伴う為、 リンギ ング が大きい。
Ｃ＝０．０ ２２ｕＦ迄は波形に変化が見られ無いので
割愛した 。付加容量が大きく なるとリン ギン グの振幅
が大 きく なって。 振動周 波数も下がって 来る事 が判
る。
《ＦＩ Ｇ４ １ 》に ＲＬ＝８ Ω＋Ｃ＝０． ２２ ｕＦ〜２ ．２ ｕＦ
のインディシ ャル応答波形写真を示す。
ＲＬ＝８ Ωで容量負荷がダン プ される ので其程大
きな振動にはならない様で減衰も早いので問題は無
いと考えている。
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ｂ）、ＲＬ＝∞、Ｃ＝０ｐＦ〜２．２ｕＦ
《ＦＩＧ ４２》に純容量負荷のインデ ィシャル応答波形
の内、Ｃ＝０ｐＦ〜０ ．１ｕＦの物を示す。
ＲＬ＝８ Ωの時に比べて振動がダンプ されない
ので振動の振幅が大き くなっている が収束する ので
問題は無い。Ｃ＝０． ０２ ２ｕＦ迄は波形に変化が見ら
れ無いので割愛した。

《ＦＩＧ ４３》に純容量負荷のインデ ィシャル応答波形
の内、Ｃ＝０．２ ２ｕＦ〜２．２ ｕＦの物を示す。
Ｃ＝０．４７ ｕＦの時が一番波形の振幅が大きく振動
も持続している が入力信号を停止する と振動波形は
収束し自由発振を 生じないので実用上問題は無いと
考えている。

１１ 、結論
今年の２ 月上旬よ り始め た改造作業はこのレポ ート以て完了した 。本機では新型ＡＶＲ の搭
載、ヒータ 点火を含めた完全Ｄ Ｃ電源化を行い 効果の確認をする 事が出来た。元々３３年前に作
ったたシ ャシーを 流用した事もあって、 試作上の制約も多少有ったが性能の向上も図れ、概ね所
期の目標は達成出来たと 考えている 。
亦 、従 来 型シ ン グルアン プ用ア ウトプ ットトランスの 特 性限 界 の 確 認も 出 来 、次 に試 作 実験 を
計 画 をし ている 直流 磁 界 打 ち 消 し型 シ ング ル ア ンプ の 構 想 にア イデア や ヒ ントを 得る事 が 出 来
た。
アン プの音質的な感想について、私見乍ら小型の外観形状から来る印象とは違って雄大、且
つ清澄で色付けの無い音質であり、従来云われて来た様な線の細いイメージ の３ ００Ｂ シン グル
アンプの音質とは一線画する物で良好だと 思っている。
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