
前回の6L6ULPPで予想を上

回る出力を得ることが出来ましたの

で,同じ回路の6V6UL-PPはど

うなるかを実験し,それぞれの性格

を対比してみたいと思います.

6V6UL-PPの実験

第1図は試作機の回路図です.前

回と異なるところは,

1. OPTの交換

4月号の6V6ULPPで採用し

たOPTのインピータンスは8kQ

でしたbS, UL接続の最適1つぎイ

ンピーダンスは10kmといわれて

います.そこで,負荷抵抗を100の

抵抗器に置き換え実験したところ

(見かけ上の1次インピーダンスが10

kQになる)クリッピング･レベルが

上昇していた経験から,今回は幸い

手持ちにH15-10がありそれと交

換しました.
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2. PTのB電源タップの変更

6V6の必要プレート電圧が6

L6より低いので,タップ位置を

380Vから280Vタップに切替え

ました.

3.出力管カソード回路の変更

4月号の6V6ULPPでは

MLFを採用した関係でカソード･

バイアス抵抗の値を少しぐらい変更

しても結果に影響しませんでしたた

が,今回は真空管マニュアルの定格

表通り170(:‖こしたところひずみ

が激減したのです.しかし,この状

態では定格を少々超えますので190

0に決定しました.つぎに前回の実

験でカソード･パスコンを取り外し

た理由は,テスト中15Wを超えた

あたりで局部発振に悩まされ,負帰

還回路の微分補正を取り去ればこの

現象は収まりますが,そうすると今

度は, 10 kHzの方形波特性が悪化

しますので,仕方なくカソード･パ

スコンを取り外しテストを続け,そ

のまま完成ということにしました

が,その後,試みに出力管のカソー

ド･パスコンを付けたり外したりし

て見たところ,クリッピング･レベ

ルが19.5Wに上昇し, CL点寸前

のひずみも1%を切っていることに

気づきました.

今回の6 V 6 ULPPで試みにパ

スコンを付けてテストしたところ,

異常なく動作し,負帰還回路に微分

補正を施しても何の問題も生じない

ことカ判りましたので,今回はパス

コンを付けた状態で実験を進めまし

た.

4.カップノング･コンデンサの変

更

6L6UL-PPの時は0.1Itで低

域特性に問題はありませんでした

が今回の試作機ではOPTの変更

によるものか, 8Hz付近に多少の
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ピークが見られたので0.047FLに

変更しました.

試作機の特性

1.入力対出力特性

第2図に入力対出力の特性を示し

ます.はじめ,カソード抵抗を2100

に設定したときは8W強でクリッ

24

プましたが,その後,1700にしたと

き最もひずみが少なくなりました

が,いささか過定格になるため,カ

ソード抵抗を190(一設定しB電圧

もノ競寺ち下げた値に設定しました.

CL点7.6Wr,出力を変化させ

プレート電流およびスクリーン･グ

リッド電流を測定したところ,ほと

んど変化せずクリップ寸前までA

級PPとして動作していることが

わかりました. CL点を超えると逆

にプレート電流は下がります(グリ

ッド電流の影響でカップリング･コンデ

ンサの充放電によりグリッド電位がマ

イナスの方向に追いやられる).

2.振幅の周波数特性

第3図に損幅の周波数特性を示し

ラ　ジオ技術



定バイアスを採用せねばならないの

かも知れません.

UL接続についての考察

ここで少し, UL接続の動作特性

について考えてみたいと思います.

U L接続の動作特性

これについては, 1960年11月号

に武末先生が発表された記事｢PP

シリーズ6 :多極管ULPP回路･6

BQ 5･ ABIPPの研究｣を読んでい

ただくのが一一番ですが,何分古い記

事でもあり資料を手に入れることが

困難だと思いますので私なりにこ

の言辞を要約して述べてみたいと思

います.

なお,ラジオ技術全書0114 102

頁, 2･4･3UL接続および全書012

A74頁,12･2･2に6 BQ5ULABI

PPアンプの項に詳しい解説がなさ

れていますので全書をお持ちの方は

ご参照下さい.

前述の記事につぎのようなことが

書かれています.

UL接続について,断片的な報告

は見受られますが.,その動作特性の

全容を説明できるような記述は見あ

たらない.そこ?,先ず従来の考え

方を紹介すると同時に,些か筆者の

(武末先生)所論を述べて,それが設

計法や実測特性とどう結びつくかを

考えて見たいと思います.

1.スグ)-ン帰還としての考え方

この考え方は古くから, NHKの

斉藤彰英氏などによって提唱された

ものである･･-

と数式混じりで書かれています

が,私の経験から数式混じりの論文

を読む時,飛ばし読みすることが多

く内容を把握することに手間がかっ

だ経験から,数式の部分を第6図に
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数式を抜粋したものを志します(数

式についてお調べの方はご参照下さ

い).

つまり, UL接続の増幅度は標準

5極管動作の前幅度より3.5dB低

下する.この時のF(負帰還量)の値

は勿論出力管やその動作条件,とく

にM(Pl, P2間とSgl, Sg2間の巻線比)

の値によって変わってくるがMは

通常o.43に選ばれるので, Fは大

概3dB内外になるのが普通であ

ら.つまりUL接続をNFBの面か

ら見ると3dBのグリッド帰還に相

当するという考え方が一応成立す

ら.

ただここで注意を要することは,

3 dBに相当した負帰還電圧が,直接

グリッドに戻されるのと本質的に異

なる.普通のグリッド帰還では,グ

リッド側にどれだけの電圧が帰還さ

れても,それだけ入力電圧を増加し

さえすれ罵　5極管固有の最大出力

が得ることが出来る.

しかし, UL接続ではグリッド電

圧は帰還前と変わらないので3 dB

のスクリーン帰還がなされたという

ことは,同一入力に対して,出力電

圧が3 dB(1//千)に下がることを意

味する.よって, 5縞のとき最大出

力を得る入力電圧では, ULの時の

出力電圧は1/√乙パワーにして1/

2になり,もうそれ以上の入力では,

グリッド側でクリップし,結局最大

出力は5籍の1/2ということにな

る.

この推論は,われわれの体験とは

大いに違うようである.そこで以上

の点を実験結果と,対照してみるこ

とにする.

そして5結時とUL接続の入力

対出力特性に示すごとく,出力lW

のレベルで　UL接続では増幅度が

3.5dB低くなり,前の推論がこの点

では一致する.しかし,クリッピン

グ･レベルの点では5縞で, 14.8

WUL接続で, 12.6Wとなり出力

低下は意外に少なく先の推論とはは

なはだ矛盾し,もしこの推論が正し

いものであれば最大出力は8Wと

ならねはならぬ筈である.

しかしここで反省を要することは

もともと負帰還理論は回路網の理論

であって,真空管の外部回路の性質

を究明することには偉力はあって

ち,管内現象に起因するこの種の問

題を説明することまで　この理論を

●シャーシ内部のクローズアップ

ラ　ジオ抜術



無信　号　時　の　プ　レ　ート　電　圧　を･ ･　　　･ ･ ･ ･ ･ Em

無信号時スクリーン･グリ　ッド電圧を　- ･ ･　Bs盛,0

億号時に　Eboがe bに下がると､ Ec2.=Esg2,0-M(Ebo-eb)となり､

プ　レート　電　流I p　の　変　化　は　Ecl竺0の　時　EC2　の　変　化　のlj乗　に

比∵っる∴b･-ib解)･6　(5,が成立する

Eh Esg20, Mが　判っ　ていれ　ば､任意　のプ　レ　ート電圧　におけ

る　プ　レ　ート　培　流　を､容　易　に　算　出　出　来　る｡
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左　図　の　8　曲　線　は､同

国　の　A　曲　線

(Bb,EC2=300V)か　ら(5)式

に　よ　っ　て　算　出　し　た､

M　=　0.43の　時　の　E ら ､ I

b　曲　線である｡

そ　れ　を　Ec-鮪OV,Bc-210V

の　スクリ　ー　ン　特　性　に

よ　っ　て　補　正　し　た　も　の

が　B '曲　線　で　あ　る｡

試　み　に　RL　=　8　0　の　ロ

ード　ラ　イ　ン　を　引　い　て

最　大　出　力　を　算　出　す

る　と､ QuLが　ら

ebmin　≒　93V

ib max　≒ 103mA　と　な　る｡

O ei"一一tyW　　　　　郷　　　　　関)I.-a

f.0/)

6倍Q5 ULのEe･Ib群像

polIt-(恥-_●bn●I) -(300-9AS)0･ 103書IO.7(Ⅴ)×0.85≒9. I(W)

2　　　　　　　　　　　2

上　の　式　に　当　て　は　め　る　と　9　1 Wで　実　測　値　と　合　わな　い｡

こ　れ　を　B.曲　線　に　よ　り　修　正　し　た　も　の　が､こ　の　曲　線　と　負　荷　線

の交点　Q`uLとなり､ ebmin　≒　78V言bmax≒ 113Vが得られ

∴pomax=(300-78)0 =≒I2.8WXO 85≒iO.9W
2

とな　る　が未だ　実　測　値　と食　い違　っ　て　いる｡

〈第7図) UL接続)プレート特注

これについての資料がラジオ技術

発行のオーディオ用真空管マニュア

ル411頁にKT8&　433頁に6550

のUL時のプレート特性が掲載さ

れています.とくに6550のULプ

レート特性にはタップ位置が40%

と指定されています.

それにしても, 6V6の最大出力

は規格表に載っているビーム管接続

の出力14Wという値と比べあま

りにもかけ離れていますので,試み

にビーム管接続に繋ぎ変えて最大出

力を測ってみたところ10Wでク

リップします.どうやら自己バイア

JUL. 2004

スでは規格表通りの出力得られない

ものと考えます.それにしてもビー

ム管接続時の出力10 Wの85%で

ある8_5Wに届いていませんの

で, Mの最適値が合わないのかも知

れません.

カソード･パスコンを取り外す

ことの適否

6L6ULPPの追試のとき,負帰

還を外し,クリップ付近でカソー

ド･パスコンを付けたり外したりし

ながら,そのときの出力波形を観測

しているときに,波形が著しく変化

するのを見てAB級PPのときは

決してこのパスコンを外してはいけ

ないということを身をもって体験す

ることになりました.

これについては前にも述べました

カキ1957年2月号PP回路のアンバ

ランスについて実験的立場から(2

A3AB級PP)で,カソード･パスコ

ンを外したとき,入出力特性曲線の

直線部分の途中からくの字に曲がる

こと,ひずみ率特性曲線のl Wを過

ぎるあたりから痛快に盛り上がるこ

とが書かれています.

それは出力管のカソードに現れる

第2諷波ひずみがパスコンがないた

め,行き場を失い出力管の動作を強

引に変化させることによって辻額を

合わせるためであるという仮説がな

されています.その気になって,前

回発表した6 L 6 UL-PPの入出力

曲線のNFB-OdBのクリップ寸

前の曲線を見ますとわずかながらく

の字に曲がっており,ひずみ率曲線

の10Wを超えたあたりで盛り上

がっているのを発見しました.

その状態が2A3PPほど酷くな

かったため,つい見逃してしまった

わけです.後から考えてみますと,

NFB-OdBの時の10Wを超えて

からの波形の異常さはまさにカソー

ドに現れた第2調波歪みの悪戯に依

る物だと知らされたつぎ第です.改

めてパスコンを入れ. NFB-OdB

の10Wを超えてからの波形が大

きく変わったのを見ても,この仮説

が正しいことを証明していると思い

ます.

6L6ULPPにおける,ひずみ率

特性でのこの現象をパスコンなしの

ものを第9図に,パスコンありのも

のを第10図に掲げますのでその違

いをご確認下さい. 1 W以下のひず

み率がパスコンありでもなしでもほ

とんど変わっていないことにご注目
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球の使い方の難しさを一例挙げます

ど,プレート電圧とスクリーン･グ

リッド電圧の最大定格が離れている

ので,アンプの設計が厄介なのです.

不用意にスクリーン･グリッド回路

にドロッパーを挿入しスクリーン電

圧を下げようとしますとレギュレー

ションの悪化につながり期待した出

力をを得ることが出来ません.

電源回路の設計に対して,よほど

の覚膚でとりかからなければならな

いのです.前回,例に挙げた武未先

生の6L6AB級PPでは定電圧電

源を採用したうえ,スクリーン･グ

リッド回路の電臣降下に大容量のツ

ェナ一･ダイオードを挿入すること

で解決されています.

それに引き替え, UL接続の場合

スクリーン損失が著しく下がるので

スクリーン･グリッド電臣に対して

心配せずに設計できるため,わりと

簡単に必要な出力が得られることが

わかりました.それに引き替え6

V 6は素直で使いやすい球ですが,
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出　　　　　力(W)

無理がさかないので比のような使い

方は出来ません.もともと受信機の

終段用に出力より効率を考えて作ら

れたものなので　出力に多くを期待

しない方がよいでしょう. 6V6

UL-PPを2度も実験しましたが結

果的に,出力の点ではUL接続には

向かない球のように感じます.

UL接続の利点の1つはスクリー

ン損失が少ないので　プレート電圧

を高く設定してUL接続の出力低

下を補えるような球が良いのです

が?

試作機は希望出力は出せなかった

●真上から見た6V6-ULア

ンプ

10　　　　　　　　　　　　　100

ものの,今まで作ったアンプの中で,

クリップ点がどこにあるのか良くわ

からないいわゆるソフト･ディスト

ーションともいえるほどCL点付

近の波形が美しいもので好ましく感

じました.なるほど,今は亡き音派

の先生方がこの球を高く評価された

意味か良くわかりました.

ラインに投入して聴いて見たとこ

ろ,最新の部品を使った4月号で発

表した6V6ULMLF-PPと比べ

てもまったくそん色なく,ある面で

はこの方が良いと感じました.

(2004年5月7日完)
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