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できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。

 

②アナログオシロスコープまたはデジタルオシロスコープ

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

③オーディオ帯域信号発振（発生）器

テスト信号に正弦波、

後述する簡易正弦波発生器でも代用可です。

④オーディオ帯域電子電圧計

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。
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◎動作確認 

★必要機材 

各部の DC 電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。

①デジタルテスタ

各部の DC 電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。

 

②アナログオシロスコープまたはデジタルオシロスコープ

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

③オーディオ帯域信号発振（発生）器

テスト信号に正弦波、

後述する簡易正弦波発生器でも代用可です。

④オーディオ帯域電子電圧計

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

オシロスコープ（アナログ

⑤測定治具 

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用の

用にダミー抵抗を付けた

写真 11 に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は白、R は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

用いているヘッドホンのインピーダンスは

100mW の出力を想定した電力容量なので、

プラグ先端の L/R

してください。

 

 

電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。

①デジタルテスタ 

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。

 

②アナログオシロスコープまたはデジタルオシロスコープ

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

③オーディオ帯域信号発振（発生）器

テスト信号に正弦波、1KHz

後述する簡易正弦波発生器でも代用可です。

④オーディオ帯域電子電圧計

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

オシロスコープ（アナログ

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用の

用にダミー抵抗を付けたφ

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

用いているヘッドホンのインピーダンスは

の出力を想定した電力容量なので、

L/R 関係は写真

してください。 

写真

 

電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。

②アナログオシロスコープまたはデジタルオシロスコープ

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

③オーディオ帯域信号発振（発生）器 

1KHz を用います。ファンクションジェネレータで代用可です。

後述する簡易正弦波発生器でも代用可です。

④オーディオ帯域電子電圧計 

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

オシロスコープ（アナログ/デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用の

φ3.5 ステレオプラグ。

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

用いているヘッドホンのインピーダンスは

の出力を想定した電力容量なので、

関係は写真 11 のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

写真 11 測定治具

電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。

②アナログオシロスコープまたはデジタルオシロスコープ

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

 

を用います。ファンクションジェネレータで代用可です。

後述する簡易正弦波発生器でも代用可です。 

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用の

ステレオプラグ。 

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

用いているヘッドホンのインピーダンスは 32Ωなので、

の出力を想定した電力容量なので、1/4W

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

測定治具 

電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。

②アナログオシロスコープまたはデジタルオシロスコープ 

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

を用います。ファンクションジェネレータで代用可です。

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用の

 

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

なので、33Ω

1/4W でも十分です。

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

できません。使用不可です。必ずデジタルテスタを用いてください。 

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

を用います。ファンクションジェネレータで代用可です。

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用の

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

Ωの抵抗を接続しています。

でも十分です。 

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

電圧チェックとバイアス調整が必要です。必要機材を以下に記します。 

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。

を用います。ファンクションジェネレータで代用可です。

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

測定がスムーズに行えるように治具を用意します。必要なものは入力接続用のφ3.5

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。

は赤などの短めな線を付けたほうが使い勝手が良いと思います。 

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

の抵抗を接続しています。

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

  

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

波形観測に用います。必ず必要というわけではありませんが、ひずみ具合が観測できます。 

を用います。ファンクションジェネレータで代用可です。 

ヘッドホン出力が最大となるようにバイアス調整し、これの振幅レベル確認用です。 

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

3.5 ステレオプラグ、出力接続

に外観を示します。入力用は私の場合、カバーを外した状態で用いています。L/R が分かり易いように

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

の抵抗を接続しています。容量は

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。

ステレオプラグ、出力接続

が分かり易いように

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

容量は 1/2W です。数

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け

電圧をチェックします。インピーダンス（抵抗）が高い部分なので一般的なアナログテスタでは測定

デジタル）で代用可です。これもない場合、後述するデジタルテスタで代用します。 

ステレオプラグ、出力接続

が分かり易いように L

出力側は抵抗をはんだ付けします。抵抗値は用いるヘッドホンのインピーダンスに合わせておきます。私が良く

です。数

のとおりです。プラグ端子と導通チェックして確認しながら抵抗をはんだ付け
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参考用として写真

★電源電圧チェック

 

電源を ON する前に

が点滅し、その後点灯します。真空管は

管は光らないので注意してください。

デジタルテスタの

出力電圧をチェックします。

IC2  →

IC3  →

 

チェックポイントは

合、各 IC の実装方向、はんだ付けを見直してください。

参考用として写真 12 に必要機材の例を示します。

★電源電圧チェック 

する前に VR2

が点滅し、その後点灯します。真空管は

管は光らないので注意してください。

デジタルテスタの GND リードを写真

出力電圧をチェックします。

→ 5V 

→ 3.3V 

チェックポイントは IC2

の実装方向、はんだ付けを見直してください。

に必要機材の例を示します。

 

VR2、VR3 の調整位置を図

が点滅し、その後点灯します。真空管は

管は光らないので注意してください。 

リードを写真

出力電圧をチェックします。  

IC2 がシルク文字

の実装方向、はんだ付けを見直してください。

写真 12 必要機材例

に必要機材の例を示します。

の調整位置を図

が点滅し、その後点灯します。真空管は 2 か所青く光ります。

 

リードを写真 6 で作った

がシルク文字 O のピン、

の実装方向、はんだ付けを見直してください。

必要機材例 

に必要機材の例を示します。 

の調整位置を図 7 のようにしておきます。電源を

か所青く光ります。

で作った GND 端子に接続します。すばやく各

のピン、IC3 は図

の実装方向、はんだ付けを見直してください。 

 

のようにしておきます。電源を

か所青く光ります。VR2、VR3

端子に接続します。すばやく各

は図 7 のポイントです。各電圧が極端にずれている場

のようにしておきます。電源を

VR3 の調整位置が左方向最大の場合、真空

端子に接続します。すばやく各

のポイントです。各電圧が極端にずれている場

のようにしておきます。電源を ON すると

の調整位置が左方向最大の場合、真空

端子に接続します。すばやく各 3 端子レギュレータの

のポイントです。各電圧が極端にずれている場

 

すると 5 秒ほど LED

の調整位置が左方向最大の場合、真空

端子レギュレータの

のポイントです。各電圧が極端にずれている場

 

LED

の調整位置が左方向最大の場合、真空

端子レギュレータの 

のポイントです。各電圧が極端にずれている場



★バイアス調整
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出力が飽和（クリップ）しない

オペアンプでは早くクリップしてしまうので

 電子電圧計を用いる場合も波形具合が分かるようにオシロスコープを併用することをお勧めします。

 各出力が最大となるように

 

★各部の
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 フィラメントの規格は

なります。この例では

 各プレート電圧

バラツキもありますから、この結果より若干ずれることもあります。極端に値が違う場合、用いた抵抗の値

を確認してください。

 

★バイアス調整

図 8 のように測定治具を用いて各測定器を接続します。音量ボリューム

出力が飽和（クリップ）しない

オペアンプでは早くクリップしてしまうので

電子電圧計を用いる場合も波形具合が分かるようにオシロスコープを併用することをお勧めします。

各出力が最大となるように

★各部の DC 電圧チェック

図 9 のように各部の

フィラメントの規格は

なります。この例では

各プレート電圧

バラツキもありますから、この結果より若干ずれることもあります。極端に値が違う場合、用いた抵抗の値

を確認してください。

★バイアス調整 

のように測定治具を用いて各測定器を接続します。音量ボリューム

出力が飽和（クリップ）しない

オペアンプでは早くクリップしてしまうので

電子電圧計を用いる場合も波形具合が分かるようにオシロスコープを併用することをお勧めします。

各出力が最大となるように

電圧チェック

のように各部の DC

フィラメントの規格は 0.6V

なります。この例では 1.32V

各プレート電圧(R5、R6)

バラツキもありますから、この結果より若干ずれることもあります。極端に値が違う場合、用いた抵抗の値

を確認してください。 

のように測定治具を用いて各測定器を接続します。音量ボリューム

出力が飽和（クリップ）しない 0.5Vrms

オペアンプでは早くクリップしてしまうので

電子電圧計を用いる場合も波形具合が分かるようにオシロスコープを併用することをお勧めします。

各出力が最大となるように VR2、VR3

電圧チェック 

DC 電圧をチェックします。

0.6V～0.8V です。直列点灯していますので

1.32V の結果ですから規格範囲内です。

R6)は図 9 の結果となりました。抵抗に誤差±

バラツキもありますから、この結果より若干ずれることもあります。極端に値が違う場合、用いた抵抗の値

のように測定治具を用いて各測定器を接続します。音量ボリューム

0.5Vrms 程度となるように発振器のレベルを調整します。

オペアンプでは早くクリップしてしまうので 0.1Vrms

電子電圧計を用いる場合も波形具合が分かるようにオシロスコープを併用することをお勧めします。

VR3 を調整します。調整位置は

電圧をチェックします。

です。直列点灯していますので

の結果ですから規格範囲内です。

の結果となりました。抵抗に誤差±

バラツキもありますから、この結果より若干ずれることもあります。極端に値が違う場合、用いた抵抗の値

のように測定治具を用いて各測定器を接続します。音量ボリューム

程度となるように発振器のレベルを調整します。

0.1Vrms 程度の出力となるように発振器レベルを調整します。

電子電圧計を用いる場合も波形具合が分かるようにオシロスコープを併用することをお勧めします。

を調整します。調整位置は

電圧をチェックします。 

です。直列点灯していますので

の結果ですから規格範囲内です。

の結果となりました。抵抗に誤差±

バラツキもありますから、この結果より若干ずれることもあります。極端に値が違う場合、用いた抵抗の値
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