
アンプとスピーカの関係を考える

小出カアンプ3台を作って実験
6くA7(漢)シングル, eRQ5 SRpP, 42シングル

臆野呂伸一臆

小葉三,-'V;窯業霊
の相性を探るため,手持ちの部品を

使っておもに出力インピーダンス特

性の異なる3台のアンプを試作しま

した.また,それらの負荷としてス

ピーカ･ユニット解析の最も簡単な

平面バッフルを試作しました.

どちらも特性上の素性はよくあり

ませんが,いままで無関心だったア

ンプとスピーカの相互関係を少しだ

け考えてみれば,よい結果(ふつうの

音)が得られるかも知れません.

1. Fl木口ワ回路(あるいは不

完全なブートストラップド･カソ
ード･ホロワ回路/不平衡

SRPP回路)を採用した6

CA7 (3結)シングル･

パワー･アンプ

1台目はマイルドな電圧出力アン

プです.第1図は本誌(1984.1)近

●試作した3台の

アンプとFE

103+平面パッ

フル･スピーカ

掲載された佐藤定宏氏によるシーメ

ンスEL34 (3結)の実測特性曲線

です.私が25年以上使用している

NECの6CA7に関して,この常陸

曲線は完璧でした.何度も負荷線を

書き入れたりして,いまもお世話に

なっています.この常陸曲線は〟の

大きさを除いて,6GB8の3緒と非

常によく似ています.

(1)回路の設計

スピーカ実験のためとはいえ,シ

ンプルかつユニークな回路を考案す
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〈第1図)佐藤定宏氏が実測した6CA7の3緯陣性(1984年1月号)

るという趣味は止められませんの

で,製作までいつも遠回りしてしま

います.電圧出力が目標ですから,

負帰還のお世話になりますが,でき

るだけ多くの負帰還を安定にかける

には帰還経路が単純な単段帰還がよ

いわけで,その究極にカソード･ホ

ロワ,あるいは100%PG帰還の出

力段があります.

設計は両方しましたが,カソー

ド･ホロワ応用のアンプの方が構成

がシンプルで内容も味わい深いこと

から, PG帰還アンプの製作はつぎ

の機会に回すことになりました.

第2図が基本回路とその関係式

で｢舷にSRPP回路と呼ばれてい

るものと同じです.第3図が実際の

回路構成で,大きな出力電圧を要求

されるVlの動作をV2の出力電圧

で補うのが特徴です.

このアンプのポイントは,Vlに3

極管を使うこと,およびその動作点

とRl, R2の値の配分です.順に挙げ

てみると,

(1) Vlに3極管を使わないと,低
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(第2図〉試作6 CA (T)アンプの基本回路と諦観の訂算値

インピーダンス出力が得られませ

ん.第2回r｡算出式のr｡1-0 (理想

S極管)とrpl-∞(理想5極管)の場

合でr｡に大きな差が出ています.

R≫rp,の場合は本誌(2002.8/9)で

岡本薫氏が解説された〟ホロワに

近い動作となり, R≪r｡l≦∞の場合

はブートストラップド･カソード･

ホロワとも呼ばれ, r｡≒r｡となって

しまいます.

(例)rp-1 kn, r｡1-90/9000

k(1 R-103km, LL-10から, ro-

°.158 kQ/0.898 kQ

(2) Vlの動作点(DC電位)は

Ib(Rk2+RL)以上であること

(例)72mA (0.35kn+2.9

kQ)-234 V以上

(3) RlとR82の並列抵抗(第2図

のR)にIblを掛けた値がIbXRk2よ

り大きいこと

(例)0.33mA (150 kQ//330

kn)-34.OV, 72mAxO.35k0-

25.2V

(4) R2がRLより十分に大きい

こと. (例)150kQ≫2.9kn

以上を満足すれば,無調整で安定

な高帰還アンプが得られます.

V2の動作点はふつうの自己バイ

アス･カソード接地回路と同じで

負荷の位置のみ異なります.なおヒ
一夕は接地してありますので大出

力時ヒ一夕･カソード間電圧は100

Vを越えますが, AC尖頭値では

200Vまで耐えられると踏ん?,対

〈第3図〉ト

6CA7(T)アンプの

回路構成
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策はしていません.

第4回は本アンプの全回路図で

す.手持ちの部品ですましているこ

ともあって,電源部のフィルタは簡

易なものですが,出力段は3極管使

用でも5極管に近いリップル減衰率

が得られます(第2図のV｡,算出式参

照).

(例)rp1-90 kQ, RL-2.9 km,

R-103 kn, LL-10, r｡-1から出

力段のリップル含有率は供給電圧

の0.150となる.

また出力トランスは,全巻線をシ

リーズ接続として,オートトランス

風に便いました.巻線の有効利用と

いう点もありますが, 12AX7の出

力電流が直接スピーカを駆動する愉

しさを買いました.不平衡ですが

SRPP回路でもあります.

製作後の調整は不要です.
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2R
B十位,)

(α) V2の出力電流がVlの出力電

流に等しく追従する条件

R- (2RL+rp) (〟-2 )

vr/2　　　2Rがなければ(2RL十で｡)〟

(ら) 2Rがあるとき, Vl,V2の負荷

は等しく2RL+2R

(c) 2次ひずみ打消し条件はVlの

ひずみがV2の労であること

(第9図〉平衡SRPP回路

電流コピーの動作を理想的に行な

い, Vlが3極管であれば全体として

は3極管として動作しますが, PP

としての利点は(3)のみとなります.

(1)回路の設計

第9図の内容を実機でなんとか実

現しようとすれば動作のバランス

と偶数次調波の打消しの点で, Vl,

V2とも同種の多極管とするしかあ

りません.これは必然的に電流出力

アンプとなります.また,第2グリ

ッドへの給電とリップルの打消しの

点で負荷の配置もおのずから決ま

ってきます.

そんなわけで手持ちのSovtec

EL84 (6BQ5)とタムラのF-485

を使った第10回の構成となりまし

輿.プレート偵騰線が2巻き独立し

ている出力トランスは出力段の構成

の自由度力清く,たいへん重宝しま

す. V2プレート側の2Rはr｡より

十分に小さく,動作にほとんど影響

しないので省略しました.実践R計

算例では, R-(2RL+r｡)/(gm･T｡),

RL-2kn, r｡-38kQ, gm-ll.3

mSより, R-0.098kO≒1000.

V2のヒ一夕･カソード間耐圧対策

は,最も簡便なし/R共通の非接地

回路としました.

本機も製作後の調整は不要です.

第11図はひずみ率特性です.辛

衡をうだうにはやや情ない結果とな
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第12図は振幅と出力インピーダ

ンスの周波数特性です.振幅特性は

帯域の両端できれいに減衰して見事

ですカキ　出力インピーダンスは高域

の減衰が早めです.低域は直流磁化

のないPPのよさが出ていますが,

高域は複雑です.

頼幅に関しては, 5極管にもかか

わらず,巻線容量がうまく作用して

高域のピークが影を潜めており,こ

れを見事な巻線技術と見るか,よけ

いなお世話と見るか,高出力インピ

りましたが, EL-84の標準PPでも　　-ダンスが目標の今回は後者でしょ

この程虔かもしれません.上のRの　　う.ただし,本来2次側からの電圧

値を増減してやれば　もう少しよい　NFB前提で設計された出力トラン

常陸が得られるはずです.　　　　　スですから,タムラの技術はやはり

●試作した6BQ5

衡SRPPアンプ
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●FEI03の例

A-100, r0-らon, Re-7.450, Le-0.255mH

C-108IL, R-53.50, Lc=37.Shh

Cl-C2-0.01I`, R1-252km, R2-159kO

〈第17図a) "インチキ'MFBの基本回路

電流出力アンプに使うと,高域の

駆動力を保ったまま, f｡付近に制動
〈第18図)ト

がかけられます･このインチキ　･ィンチキ-MFB

MFBは問題の多い帯域の両端に向　　用42シングル･ア

って帰還量が減衰していきますの

で　f｡付近に多量の負帰還をかけて

ンプの全回路図

283VV蕪2染谷A66-1 

VA,B▼. 

12AX7離.1227V‥2殻lWO_脂 �����

50K(A) ≡ 

SEL SH1205 "1.APF用iE-甑 LL g +合 染谷P66-78i30-5VAR. 

も非常に安定です.また共振のピー　波弘幹氏がたびたび取り上げておら　　第18図が42アンプの全回路図

心　　クをつぶすだけなら,ゲインは変わ　れますし, 1994年4月号の｢クロス　です.負帰還量がスムーズに増減で

タ　　　りません.　　　　　　　　　　トーク｣で高野慶大氏が"密閉シス　きるよう,初段を簡易カソード結合

第17図が基本回路とシミュレー　テムの低域共振を制御する''と題し

2　　　ションの結果です.第13図の(a)と　　て解説されています.

っ　　　比較すると,高域の低下なしに制動

ビ　　　が効いているのか見てとれます.雷

を　　　圧駆動時Q<0.5の共振を利用しな

いスピーカ･システムを低域限界周

が　　　波数が低いアンプで駆動する場合,

｢.　　条件がそろえば広い帯域での速蔓一

定化後(第17図b)) f｡の再定義も可

能ですが, 5極管シングル･アンプ

には荷が重く,共振のピークがなく

なり, Q.-0.5-0.7が得られれば

よしとします.

f｡の再定義に関しては本誌で巳

(2)回路の設計

Q- ｡揺2R2

f｡-
1

2万JcICsRlR2

4　6　8 1

出力(W)

(第19図〉 2次バンドパス･フィルタ　　　　　(第20図) 42アンプの雑音ひずみ率
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(第21図〉

42シングル･アン

プの振幅,出力抵

抗の周波数特性
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C1-0.01IIR R1-120ktl

C2-1//F, R2-1.2ktl

第19図a)から, Q-0.49& fc-

133Hz (R2は20kQとVRと1.3kn

並列接続).

]ぅ…繋;
接続し,音楽を再生しながらインチ

アン　　　キMFBの帰還量を徐々に増して

いくと,ボリュームを少しだけ回し

掟　　　たところでハツとするほどクリアな

こ反

音となり,それ以降は低域が減衰し

てどんどん音が痩せていきます.シ

ミュレーションは現実ではありませ

んから,最適帰還量はQ(Vln)の実

測値(たぶん最適値は1-2の間)を参

考として,最後は耳で判断すべきで

しょう.

あとがき

42の5緯シングル･アンプはふつ

うの音で鳴るようになりました.第

16図b)の6CA7アンプ(マイルドな

電圧アンプ)とは異質ながら,甲乙つ

けがたいレベルの音です.シング

ル･アンプでは,スピーカ以前に

OPTを制御する必要があるようで

す.

いまはスピーカとアンプの相互関

係が,抵抗負荷で得られるアンプ単

独の諸特性より重要だ,と感じてい

ます.特に``手軽な真空管アンプ'

を好んで製作する人たちは,その不

完全さを知ったうえでスピーカ(こ

れも不完全)とのよい関係を築く必要

があり,創意工夫のネタは尽きない

でしょう.

究極の素材を使った懐石料理もい

いですが,身近な素材のよい調理法

を考案するのも楽しいものです.

スピーカに興味を持ち始めてから

日が浅く,あるいはまちがった解説

をしているかも知れません.お気づ
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100

(第22図C〉 "インチキ" MFBなし, Lt20mHのときの特性

(第22図d) "インチキMFBあり, R211 7%, Lt20mHのときの特注

(第22図e〉 BPF2を変更..インチキ郵MFBあり, R245.7%,し｡20mHのとき

lk

(第22図f〉 e図の加速度特性の紬をdB表示にしたもの

さの方は遠慮なくご‡繭ください.

最後肥,私の的はずれな質問に対し

て1つ1っていねいに解説してくだ

さった巳波弘幹氏に感謝します.

×　　　　　　×

この稿がほぼ出来上がってから,

本誌2004年3月号が届きました.

復刻版で山口侃氏の"SRPPの生態

研究"なるものが掲載されています.

これは助かりました. SRPPは構成

がシンプルなのに動作は複雑で　わ

かりやすく解説するのがたいへんで

す.解析は山口氏の稿にお任せし,

6CA7アンプ; 6BQ5アンプは

SRPPのパワー･アン刀応用編とし

て見ていただければと思います.続

編2004年4月号でまったく同じア

ンプが掲載されないことを願ってい

ます.

*　　　　　　*

もうすぐ満作の花が咲いて奥美濃

に待望の春が来ます.

●参考書

『全日本真空管マニュアル｣ (一木吉典著

ラジオ技術会吾[2])

帽喜子回路シミェレーク入F軸　的瞭ただし

著　講談社BLUEBACKS)

｢アナログフィルターの回路設計法』 (堀敏

夫著　総合電子出聞出
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