
ウルトラリニア接続での最大出力を再考する
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ステレオ･バワ- ･アンプゐ製作

本論に入る前に,前回発表した6

v6ULPPののクリッピング･レベ

ルに付いて述べたところで,過去の

データが見あたらないと述べました

が,実は前回,即諾口29年までしか調

べませんでした.原稿を送った後に

なって,昭和30年6月号31頁に桑

原隆夫氏による6V6UL PPの入

出力特性が記されており,また同じ

年の8月号の見開きに内外Hiゼi

アンプのひずみ率特性が掲載されて

いました.

もう少し調べていれば良かっだと

悔やんでも仕方がありません.遅れ

ばせながら,述べさせて頂きます.

桑原氏のデータではクリッピング･

レベルは6W～7Wの間にあるよ

うで前回のアンフが異常な動作を

している訳でないことカ誉証明出来た

ようです.

また同年8月号の見開きには, 6

V6PPを用いたキットのデータが

掲載されていますが,その中にUL
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PPのものが2機種ありました.最

も出力が大きいのはサンスイのキッ

トで全高調波ひずみ1%の点が7

W弱となっています.

今1台のものは整流管に傍熟型の

5GK4が用いられているにもかか

わらず,全高調波ひずみ1%以内で

の出力が5 W未満になっていまが,

これはおそらくOPTの能率の差に

よるものと思います(サンスイのキッ

トの整流管は直熱管の5Y3).

この記事の中に,ビーム管接続の

ものが発表されていますが,なぜか

UL PPのものより出力が少ないの

です. 1機種についてはスクリー

ン･グリッドの電圧を下げるため,

直列にドロッパーが入っているいま

す.不用意にこのような回路を用い

ると出力の大幅な低下が生じること

がありますの?,これが原因である

かも知れません.

しかし,今ひとつのものはスクリ

ーン電源とプレート電源は共通で,

しかも整流管に傍熱型の5 GK 4が　　　Lch

用いられチョーク･インプットが採
Lch

用されているにもかかわらず6W

を切っていますが,この原因を追求

しようにも各電極の電圧値も電流値

も記されていませんので確かめるこ

とは出来ませんでした.

なぜここまで規賂表の最大出力と

実際の最大出力との違いを気にする

のかと言いますと,武末先生がラ技

1960年6月号から始まった｢PPシ

リーズ｣を読んでからなのです.そ

れまでは,真空管メーカーから発表　　しch ～

された規格表による最大出力と実際

に製作されたものと違いについて電

源が理想的でないとか,使用した球

が必ずしも最良の状態ではないため

だと言われています(今でも,そのよ

うなことが書かれているのを見かける

ことがある). PPシリーズでOPT2

次側の出力は, 1次側出力から

OPTの定損失を差し引いた値にな

ること,最大出力ときにプレート電
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V1 6SJ7　　　　　　　　　　　　　V2 6SN7

cmf150P

(第1図〉 6F6ULプッシュプル･

パワー･アンプ全回路図

め　　　圧を規定の値に設定すれ-弱毒源のレ

よ　　　ギュレーションが多少悪くても規格

る　　　表に掲載された出力が得られること

※廊人の無い割晶の定数は鶴塾の後記入する

指定なき抵抗器は1 /2型カーボン抵抗

6F6UL-MLF PPの製作
球は, UZ-2A5, UZ-42, 6F6, 6

F6GT, 6F6Gとさまざまなバリ
"2　　を知りました.それ以来最大出力　　前回のアンプを電圧鞄幅段および　ェ-ションがありますが,これらの

ら　　が設計値と異なるときはその原因を　電陳部はそのまま残し,出力管を6　違いはベースが2A5と42がUZ

な　　納得がいくまで追求するの力漕隆と　V6から6F6Gに変更して実験を　で6F6族がUSであり, 2A5の

電　　なりました.　　　　　　　　続けたいと思います. 6F6という　ヒ-タ電圧が2.5Vという他には
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ま残しますので,変更したところは,

電源回路の一部と出力回路に限定さ

れます.出力管6F6の増幅度が6

V 6と比べいささか低いので負帰還

量が1次, 2次とも浅くなりますが,

仮にl kHz-1 W時のひずみ率を測

ったところ0.5%を下回りDF値

も7.1と手頃な数値を示しました

ので,このまま実験を進めることに

しました.

試作機の特性

1.入力対出力特性

第2図は試作機の入力対出力常陸

ですが,クリッピング･ポイントは

6.5Wと前回より若干下回りまし

た. MLF14dBをかけたときの雑

音電直は負帰還量が減ったにもかか

わらず0.08mVを示しました.今

回もプレート電流およびスクリー

ン･グリッド電流共にな信号ときと

クリッピングときとほとんど差があ

りませんので最初の目論見と違い

A級PPとして動作しているよう

です.どうやら,自己バイアスを採

用した場合,プレート電圧を少々上
10

げたぐらいでは思ったようなAB

級としての動作をしてくれないよう

来ま　　です.この問題は今後の課題として

ます　　残しておきたいと思います.

まし
2.振幅の周波数特性

ン･グ　　　第3図に損筒の周波数特性を掲げ

耐ま約　　ます.傾向は前回のそれとほとんど

吉格は　　変わりませんが,負帰還量か減った

劃王は　　ため150 kHz付近のピークが少し

′､うな　　下がっています.低域の周波数常陸

も350　　は｢見何の問題はないように見えま

ますの　　すが,低域のとき定数が3段である

にしな　　ことは十分注意して取り扱わなけれ

ばいけないようです.

/ます.　　低域の特性を今少し改良しようと

そのま　　して,初段と位相反転段のカップリ

術　　　　　MAY　2004

ング･コンデンサを増やしたところ,

低域に鋭いピークが現れました.こ

の位のピークになると安定性に問題

を生じるおそれがあります.以前発

表した6BQ5MLF-PPの場合に

はここのとき定数を少しぐらい変え

ても,さほど問題はありませんでし

た.

これは使用したOPT ･ FX-40-5

のコア･ボリュームが大きく, 1次

イシダクタンスの最小値が170H

と上鞭的大きいことに加え,内部負

帰還量が12 dBと試作機と比べ深

く出力段の低域とき定数が低いの

で位相反転段の入力の低域とき定

数と出力段のとのスタガ-比が大き

くなり,問題が生じなかったのでは

ないかと思います.しかし,今回の

試作機ではスタガ-比が接近してい

るため,低域のスタガ-比を大きく

変えることは低域の不安定につなが

りますので厳重な注意が必要です.

3.インピーダンスの周波数特性

第4図にインピーダンスの周波数

特性を示します.前回のそれと似た

ようなカープを描いてはいますが,

負帰還量が少ないにもかかわらず,

高低域でのインピーダンスの変化が

大きいのは出力管の違いによるもの
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● 6V6のメタル管より6F6の方がやさしい印象をうげろ
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た.

ただなぜか,ピアノ･ソナタのフ

ォルテシモのところで音が崩れるの

が気になりました.ボリュームを少

し下げればこの現象がなくなります

ので　たぶん出力管の飽和によるブ

ロッキング現象が起きているのかも

知れません(同じピアノ曲でもピア

ノ･コンチェルトではこの現象は起きな

い).出力段の入力回路にCR接続を

用いたときこの現象を生じることが

間々あり,これを避けるためにはカ

ソード･ホロワ直結ドライブを採用

すべきだと思います.

しかし, 6F6のUL接続は充分

成立すること,そして,何より音が

よいことです. 42三結PPの音には

定評があるものの(オルソン･アン

プ), UL接続で同じ陛質の音が聞け

ようとは思ってもいませんでした.

しかし,試作機の外観は出力管が

大きすぎ収まりが悪く,このシャー

シでは無理なので　最初の計画通り

● ISOのOPTと6F6回りのワイヤリング

出力管を6V6に戻しますが,捨て　　て試作したいものだと思っていま

るにはあまりにも惜しい性能と音な　　す.

ので,改めてシャーシと回路を変え　　　　　　　　　(2004年3月18日完)
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