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めて重要で,出力管の種類によって,港

いだいの回路構成が定まってしまうと

老えてもさしつかえありません.いま

まで多く使用されてきた設計としては

6080あるいは6336Aなどの大電流双3

種管を2-3コ並列に使用するばあい

ど, 12B4-Aなどの小形,ハイ･パービ

アンスの3極管を8-10コ並列に使用

するばあいがあり,前者についてはす

でに本誌上でなんどか発表したとおり

です.しかし,後者に関しては具体的

なデータにとぼしく,ときには誤って

伝えられているばあいも少なくありま

せん.後者を代表するアンプとして

は, Julius Futterman氏の設計をあ

げねはなりませんが,これには非常に

変わったアイデアが多く,その動作や

特性なども原設計者の発表を参照する

より,方法がなかったかナです.

本報告は,このフッターマン.アン

プの設計について検討を加え,実用ア

ンプとしての改善の可能蛙を追及した

ものです.したがってここに発表する

設計例は, 1つの完成された設計とし

ての意味ではなく,研究途上の1つの

記録という意味でお目にかける次第で

す.というのは,原設計のアイデアは

すこぶる風変わりなものばかりで,そ

れだけすぐれた点をそなえている反

面,実用という点で多くの欠点ももっ

ているからです.しかし,このような

欠点は,さらに突っこんだ研究や機材

の発達-とくに新種の出力管の出現

によって克服できるものもあります.

とくに回路構成が簡単で,中出力以下

のアンプとしては経済的にすぐれた点

をもっているのが,この形式の大きな

魅力と考えることもできましょう.

とにかく,この形式のアンプに対す

る最終的な評価はしばらくおいて,チ

ンプの動作と特性に日を注いでみるこ

とにしましょう.



∫. Fu請erman氏の低RL Omアンプ

今日煮詰;霊詫言
2種の設計があって,その最初のもの

は籍1図に示すとおりです.この回路

はJournal of the A.E.Sの1954年

10月号に発表されたもので,設計とし

てはかなり古いあけですが,普通の

OTLアンプにくらべて非常に特異な

手法が用いられている点が,注目に値

します.すなわち,

I)初段に高増幅5極管が採用さ

礼,種端に高いプレート抵抗を使用し

て,高い増幅度を得ている

2)位相反転回路にはPK分割形を

使用しているが,打ち消し電圧は位相

反転管のカソード帰路に加えている

3)出力部には小形のハイ･パービ

アンスの3樋管(12B4)を多数並列に

使用している

4)帰還回路はポジ･ネガ方式とな

っていて,いちじるしく多量の負居遠

としてある

5)出力管はヒ-タを直列にしてA

Cライン(117V)から垣接に点火され,

B電瀕(第IB電源)もACラインを整流

した,トランスレス方式となっ

ている

などで,低RL用OTLアンプと

しての高性能と,経済性の両面

を同時に満足しようとした意図

がうかがわれます.

∫. Futterman氏の報告では,

このアンプの電力利得は,入力

電圧が6Vのとき出力10W (RL

-16Q)が得られ,そのときの

IMひずみ率は0. 5%,負帰遼量

はじつに43dBにもなるという

ことです.アンプとしての性能

は以上のとおり,きわめてすぐ

れたものを括っていますが,た

だこの設計をわが国でそのまま

マネるには,多くの問題を生じ

ます.

まず第1に,このアンプの電
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力利得がたい-ん低いことで,ドライ

ブに6Vもの無ひずみ最大出力を要す

るとすれば,これは普通一般のプリア

ンプではタメで,中間漕幅段をもう1

段余計に必要とする不便をともないま

す.ただ負居速星が43dBもあるので,

かりにこれを37dBに減じたとすれば,

入力電圧は3Vに低下し,さらに負帰

還畳をもう6dB減じて31dBとすれば

入力種圧は1.5Vとなり,このていど

の値ならいちおう使用できることにな

りましょう.しかし,そのときのひず

み率や雑音は4倍にも漕如し,この点

での性能低下を考えておかねばならぬ

ことになります.

つきに,電源電圧の問題です.原回

路では117VのACラインから直接整流

して,宙流電圧±157Vを得ています

那,これをわが国のライン電圧100V

に適用すると, B電源電圧はせいいせ

い±130Vていどとなり,最大出力も

7W内外に低下してしまいます.さら

に困ることは,アンプがトランスレス

方式となっているため,実際にいろい

ろな形式のプリアンプやカートリッジ

を組み合あせるはあい,ハムその他の

トラブルにつきまとおれねはならぬこ

とすで.

げっぎょく,経済性と高性能と,す

ぐれた機能を同時に満足するというこ

とは,そう簡単にはいかないもので,

このアンプが,わが国でほとんどかえ

りみられなかったのも,以上の欠点の

解決がむずかしかったからにはかなり

ません.

これに対し, ∫.Futterman氏は,

第2図のような新しい設計を提案しま

した.この回路はElectronics World

の1959年5月号(P.69)に発表された

ものです.出力皆のと一夕電源および

B電源とも,門を介して供給されて

いるので,出力管の個数やB電源電圧

が自由に選定でき,トランスレスとし

ての欠点からも救われることになりま

した(出力皆のと一夕のみは,直接

117VのACラインから点火したほうが

よいと思あれる･-･･筆者).

負帰還量は最初の設計にくらべて少

し減じられ(35dBと報告されている),

oTLアンプとしてはかなり使い易い

形にあらためられています.発表され

た特怪は,入力電圧2Vで最大出力18

W内外(RL-160のときのクリッピン

グ･レベル),そのときのIMひずみ率

第1図-フッターマン･アンプ(旧設計)の全回路図
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は0.3%で,きわめてすぐれた安定性

が得られるということです.この形式

のアンプは,わが国でも1-2のメー

カから市販されていますが,具体的な

設計や性能については,あさらかであ

りません.

さて,この形式のアンプが,従来わ

れわれによって研究開発されてきた,

6080あるいは6336Aなどの,大暗流3

撞出力管を使用する,低RL用OTLア

ンプの形式とくらべてみて,どのよう

な得失があるだろうか-･･というわけ

ですが,それを考えるまえに,このフ

ッターマン･アンプの基本的な動作に

ついて,少し検討してみることにしま

しょう.

というのは, 6080あるいは6336Aな

どを使用する低RL用OTLアンプは,

大出力,高性能という点ではいちおう

文句がありませんが,アンプの構成が

いかにも大ゲサで高価になり,比較的

小規模の再生装置には不向きな形式の

ように考えられるからです.その点で

は'このフッターマン･アンプのほう
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が安産で'とくに最近各管球メーカか　この稀のタマがあんがい活用できる余

ら'小形高性能のレス用出力管があい　地があるのではないかと考えられから

ついで発表されている状況から考え,　です.

12B4-Aとい　う　タ　マ

_　こで,フッターマン･アンプを

｣　もっとも特徴すげている出力

管, 12B4-Aについて少し検討してお

きます･このタマは,､ご承知のとおり

テレビの垂直偏向管ですが,現在では

他の優秀な偏向管にとってかわられ

て,すでに現役をしりぞいた感があり

ます.電塵構造は,ちょうど6080の片

ユニットを小さくしたような,ハイ･

パーピアンスの3極管で,その最大定

格およびEb-Ib特憧曲線は,第1表お

よび第3図に示すとおりです.

ここで注意を要することは,第1表

からもわかるとおり,許容プレート額

矢が非常に小さいことで(Pp-5.5W,

ほぼ6SN7の片ユニットに等しい),実

▽▽▽▽▽　陳にもちょっと過電流を流すと,電桂

写真は12B　が赤熱する欠点をもっています･した

4-Aの外観　がって,このタマを2本や4本使った

△△△△▽　のでは,低RL用OTLアンプとしてと

ても問題になるような出力は出てくれ

ません.しかし,タマが小さいこと

や,消費電力が少ない点を利用し, 8

本とか10本並列に使用するとそうとう

ラ　ジオ技術
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カ　ソ　ード打ち消　しの動作

つ
ぎに,このアンプでいちじるし

く特徴的な点は,非常に変った

打ち消し法を採用していることです.

ご承知のとおり, SEPP回路では出力

段の平衡ドライブを実現するため,出

力電圧を前段の位相反転管にもどす一
一いわゆる打ち消し回路を必要としま

す.そのときの打ち消し蒋圧は　位相

反転管のプレート蒋源側に加えられる

のが普通で,一般には大容量の雷ンテ

ンサを介して結合されます.

フッターマン･アンプでは,この打

ち消し電圧がPK分割形位相反転管の

カソード帰路に加えられ,そのはあい

の打ち消し効果は,だいだい一般のも

のと大差はありません.

舗5図(A)は,通常のプレート電源

側に打ち消しを加えるはあい,同園

(B)はカソード婦路に加えるはあい

で,後者の打ち消し法を採用している

のは,むろんフッターマン･アンプの

みです.同園(B)で各部の電圧の母性

を図のように定めれば　o点の電位は

-Eo, K点の0点に対する蒋位はEk,

よってV2のスイング電圧E82は,

Eg2-Ek-E｡ ････　　･･(I)

つぎに, P点の対アース電位は-Ep,

ゆえにVlのスイング電圧は,

Eg1- - (Ep-B.)････････････@)

ヽ′ 1′ヽ′ ヽ′

第5図一

位相反張

級(PK分

割)に対

する打ち

消し法

ノヽノしノゝ/ヽ

さらに舘6回(A)は, PK分割形位

相反転回路のカソード帰路に, E｡な

る打ち消し電圧を挿入したときの等価

回路で, Rk-Rp=RLとし, L･, rpは

位相反転管の増幅度およびプレート内

部抵抗です.この回路は同国(B)のよ

うに書きあらためることがで5, Eo肥

よってK点およびP点にもらわれる電

圧Ek′, Ep′は次式であらわされます.

Ek′ - T｡+tZ++RpL)R｡E｡ ･･････(5)

Ee′ -r｡菩莞課L E｡ --(6,

上の2式を比較してみると, Ep′-

E｡-Ek′の関係があり,このことは打

ち消しによってプレート側,カソード

側にEk′にひとしい負婦還電圧が生じ

ることを意味します.このときの負帰

遠率をlとすれば

6 -...I(pz++Ri)R. ････････････m

となり,この打ち消し回路を付したと

きの位相反転段のみかけの増幅度A,I

は,

[A]力ノート筆削珊瑚するもの[B]力ソ一陣需濃に対するもの 

⊥ 

iEkI-IE｡iですから,これをEd,ど

すれば,

Eg8-Ed,-E〇････--i････-(3)

EgIニー(Ed,-E｡) ･･･--(4)

となって, Vl, V2は平衡ドライブの

条件が満足されます.
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Al′ -了害す-･--･-･･(8)

となります.ここでは, Alは打ち消

しを加えないときのPK分割形位相反

転段の増幅度, A2はSEPP回路の出力

段の増績度です.

ここで注意を要することは, (8)式の

形は,通常のプレート打ち消しのはあ

いと変りありませんが, (7)式のlはプ

レート打ち消し(PK分割形に関し)の

ときの式,

RL
6- rD+ (Z+FL)RL･･･････････････(9)

にくらべて,分子に真空管のプレート

ラ　ジオ技術
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i　そ　の　他の　問　題点

a)初段管tこ青いプレート抵抗を使

用することの可否

高増幅5桓管の増幅率¢)やプレー

ト内部抵抗(rp)は,きわめて高いの

で,プレート負荷抵抗を増加すれば,

増幅度をいくらでも増大することがで

きます.この方法は,いわゆるスター

ベーション回路として知られ,低いプ

レート電圧と,低いスクリーン･グリ

ッド電圧で使用するのが特徴です.

ただこの方法の最大の欠点は,増煽

管のプレート出力インピーダンスがい

ちじるしく高くなるため,出力容量の

影響が大きくなって,高域の周波数特

性がいちじるしく悪化することです.

この点はあとで実験の項でお目にかけ

ますが,よほど多量の負帰還をかけな

いかきり,高域のひずみ率改善が十分

でありません.

b) Be源の接地方式

まえにも述べたとおり,フッターマ

ン･アンプの第IB電源は,中性点が

桓接接地されています.したがって,

上下而出力管に不平衡があると,不平

衡電流が負荷抵抗を貫流します.

この電流が一定不変のばあいは,ス

ピーカのボイス･コイルに一定のバイ

アスを加えたことになり,コーンの定

位が狂うていどで,さほど重大な障害

は生じません.

しかしこの不平衡電流は信号の大小

やライン電圧の変動,あるいは真空管

の熱的状態や劣化によって,非常に不

鼠則に変動する憧質をもっています.

とくに信号によって不平衡電流が動く

ばあいは,とうせん超低域ひずみと同

様の性質をおぴ,このひずみは負帰還

ではまったく改善されません.

しかも,これは普通の定常状態での

ひずみ率測定では,まったく補佐する

ことが困難です.

試作機のア　ウト　ラ　イ　ン

以監詰:諌言諾
すが,理屈はともかく,実際にどのよ

うな動作となりどのような特桂を示す

かは,実機について検討するのが確実

です.

そこでまず,第9図に示すような試

験アンプを試作して,各種の実験をこ

ころみることにしました.試験アンプ

の設計の詳細やその改善方法などにつ

いては,次号以下に紹介することにし

ましょう.　　　　　　　(つづく)
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