
2種類の回路でひず拗膚質効果をテスト

小型送信箆3D21プラス･ドライブPP

アンプの製作
●グリッド電流

合成の効果は(? )

菓藤井秀夫臆

先業器藷詫嵩
に｢祭に見えてもほんとうはまじめ

な-･･｣と前口上を入れたのですか',

印刷されたものを見れば『夏祭り風

アンプ第2弾』となっていました.

それなら第3弾がないと寂しいと,

新しい送信管アンプを計画し始めま

した.でもPPアンプを目論んだの

で,さすがに連続してはしんどく,

今月はもっと小型の通信管による宵

祭りです.

その間に季節は移って樹木が山の

ふもとまで色づき始めているの?,

本番は秋の豊作祭りということにな

りましょうか.

3D21という球は, 5球スーパー

のST管ほどの小柄な体のくせに,

プレート損失40Wを誇る不思議

な力持ち管です.負バイアス動作も

やすやすとこなすふつうのビーム管

なのですが,第1グリッドの損失も

規定きれていて,正規に正勘振が保

証された通信用パワー管です.

これをPPで嘲かせ,せっかく保

証された能力は存分に生かして正ド

ライブしました.グリッド電流合成

も施します.モノ-ラル構成のもの

を2台作り, 1台は従来どおりのグ
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リッド電流合成ですが,あとの1台

は新しい手法によっています.

理由は音質への配慮です.という

のは, RCAの業務用のプリ～メイ

ン･アンプのシャーシと電源トラン

ス,そして出力トランスを流用して

作ったところ,この出力トランスが

少なくともノンNFBの多極管で

はキラキラシャンシャンした音を出

し,最近の高いインタクタンスの出

力トランスに慣れた耳には妙な音に

聴こえたせいです.

今月は話のテーマを音質とひずみ

率との関係に向けます.ひずみ率の

大小が音にどう作用するか,この

Hiなトランス(HiFlのHlでなく,ハ

イな気分のHi)を通じてある程度の

認識に達し,この認識はRCAの

OPT以外にも通用する,という感

触を得ました.

1.役者の紹介

今月は,あえて技巧をこらしてひ

ずみ低減を画ることが音質にどうい

う効果,もしくは弊害をもたらすか

という点に関心を置くので　回路の

説明とかは次節に簡単に個条書き式

で行います.ただし, 3D21という

通信用ビーム管とRCAのOPTだ

けには紹介のペンを取っておきま

す.

(1)信じ難い小型の高出力管

3D21

プレート損失40Wという高出

力を謳うのにひかれて,球屋さんに

ペアで売っていたのを求めたもので

すが,箱から出してみればびっくり

するような小ぶりのトップ･プレー

トST管でした.ラジオ球の6D6

なみの形状です. P｡25 Wの807あ

たりと較べてガラス外形はずっと小

さく,プレート板の大きさも大差あ

りません.ただし電極の造りは重厚

で,外観もパワーがこってりつめ込

まれている印象を与え,かつ洗練さ

れています.

P｡40Wはうそではなかろうと

いう雰囲気をたたえているので信

用することにしました.規格は第1

表のとおりです.低圧のスクリ-
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〈第1図〉 RCAのOPTを生かした,T型送信管3 D 21 PPアンプの回路図

前口上にもうひとつ加えておきま

す.最新の非常に広帯域で位相乱れ

のない出力トランスは, NFBを大

量に掛けるためだけでなく,無帰還

でも素直な音を出すために使うべき

であり,それが自然な生かしかたで

はないでしょうか. S極管,ビーム

極管の電流出力アンプになら,それ

こそいちばんの生かしかたでしょ

ラ. 3極管アンプでなら,もしかし

てold･OPTに負けないとも限りま

せん.

2. 3D21･PPアンプの製作
一一一左チャネル編

3極管や4極管の正ドライブで2

カ月続けてシングル･アンプを作り

ました.こんどはPPアンプに挑み

ます.グリッド電流合成によるひず
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み低減も試みます.

PPアンプへのグリッド電流合成

は新奇なものでなく,むしろこの手

法がもっとも活躍する領分であり,

スーパー5結アンプ(G2電流合成)と

か, 3極管へのスーパーリニア･ド

ライブ(G,電流合成)とかの勇しい呼

び名で, 10年前に幾台も作っていま

す.ただし,これらはすべてA級

PPアンプです.今月は初めてAB

級PPアンプに試みます.この問題

についての｢椴的考察は次節に回し

てあります.

ステレオの1台目は,まずは3

D21という球やRCAのOPTと

なじみになるために,前作,前々作

とほぼ同様の回路でペアを組んで,

PPアンプに仕上げます. 3D21に

精通したあと, OPTのキラキラ音

を緩和する工夫を加えた新しいグリ

ッド電流合成手法によって, 2台目

を作ることにします.

なお,この1台目は最後にサンス

イ製OPTに替えて高音を柔らげま

したが,製作記は(音質評価を含めて)

RCAのOPTのものです.

(1) 6SL7-6GB7-3D21

PPアンプの骨子

いきなりですが,左チャネルのモ

ノーラル･アンプの全回路図を第1

図に示します.骨子を個条書で説明

しておきます.

①　B電源電圧450V, PP間負

荷7kOで,フル･スイングすれば

30 Wほどの出力が採れる電力設計

です.

②　出力管は第2グリッドを固定

する5結(ビーム結)で使い,第1グ
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D.F. 0.27と,厳格な目からは電流

出力アンプとみなされないかも知れ

ませんが,世のNFBアンプ;ホロ

ワ出力アンプ, 3極管アンプと並べ

れば途方もないといってよいほど

電圧型出力ではありません.

さてI｡合成しても最大出力が10

W強. B電源450Vで動作させて

いるPPアンプにしてはあまりに

小さい出力です.どうやら第2グリ

ッド電圧が不足していて, Glの励振

だけではプレート電流が取り出せな

いと察せられます.やはり,ふつう

のビーム管である3D21は,送信3

極管や4極管と違って,第1グリッ

ドのパワーだけで動かすのが苦しい

ようです.

とはいえ,ここ2-3カ月のアン

プ製作はパワーを目いっぱい取り出

すことを目標にしていないので,こ

こで音出しすることにしました.

(3)ひずみ低減は音質にどう作

用するか

昔日にはもっぱらOTLアンプを

作っていた私が,古い時代の出力ト

ランスを使ったパワー･アンプを鳴

らす,ましてそれを無帰還で駆動す

る音を聴くのは初めてです.最初は

そのキラキラする音色に耳が慣れ

ず, OPTの鉄芯が震えているよう

に感じたものです.実際にOPTの

裏に1mm厚の両面接着テープを

3枚重ねで張りつけ,防震ゴム･ワ

ッシャをかまして取りつける工夫も

してみました.そして,ほんとうに

若干マンになりました.でも,基調

は変りません.残留出力ノイズが

1.OmVmsに増加するので痛しか

ゆしです.

エージング不足かと, 2日間ほど

鳴らし続けるうちに,耳が慣れたの

か,エージングが進んだせいか,こ

のキラキラシャンシャン音にも愛橋

を覚えるようになりました.

さて,グリッド電流合成の音質的

効果なのですが,旧式銑芯にようや

くなじんだ耳には,ひずみが半減す

ると音の響き･輝きが引っ込み,

20%ほども音響が減退して聴こえ

ます.音が小じんまりとおとなしく

なるだけで　よいところは何もない

ように感じます.しかし,このアン

プはPPアンプですから,発生して

いるひずみは第3次ひずみが主のは

ずです.シングル･アンプの2次ひ

ずみならともかく, 3次ひずみが`響

き'や``輝ざ'とは,あまりに奇怪

です.

これはI｡合成に際して行うドラ

イバ管の出力への並夕陽7栗が,出力
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(第6図〉

G2同時ドライ

ブ回路とI｡, +

(第5図〉 rMH誌に発表された征矢氏による

G,G2同時ドライブ

音から華や綾を奪っているせいだと

推察しました.それでドライバまわ

りの品質向上に乗り出しました.正

負電源ライン,とりわけG2電源ラ

インのデカップリングを出力段なみ

に厳重にしました.

管をたっぷりエージングし,カソ

ード抵抗を酸金からカーボン皮膜に

替えました(容量が2W Lかないので

2本直列.並列は好ましくないと聞いて

いる).

やるごとに少しづつ様子が変りま

す. I｡合成あり･なしを交互に切り換

えて相対比較する中で合成なしの

響きや輝きと感じたものに"きつざ'

やときにとげとげしさを覚えるよう

になりました.逆に合成ありのおと

なしさが流麗さを,ついで飛翔感を

帯び始めました.

これが気のせいでないことは,普

の変化がI｡合成を行った場合だけ

に現われることからわかります.令

成をやらないときには,カソード･

ホロワ管のカソード抵抗の品種は音

質に影響しません.

とはいえ,曲次第,楽器次第,ら

っといえば曲の小節次第,フレーズ

次第という偵幅もあります.ひずみ

の少なさは端正という言葉が当ては

まると思いますが,これをつまらな

いと感じる楽器もあれば"清澄''か

らさらに進んで`麗わしい,爽やか''

と感じる曲もあります.ひずみの多

い音を嫌やみとはっきり感覚するこ
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Ebb

1〈第8図,

合成管を加えてI｡

相当信号を入力す

る方法

それに3千円なにがしの3D21に

釣合う価格の低さも考慮して捜しま

-Ek /
Ic相当信号

した.

＼　　ただし小さいなIboで動作させな
合成告　げればならないので　6GB7のよ

RCAの旧式OPTの音にいささ

かなじみになったとはいえ,やはり

高音のキラキラ感には違和感を覚え

ます.ドライバ管からのグリッド電

流合成も,この音の基調を変えるこ

とまでしてくれません.

そこで,ひずみ打消し専用の電流

合成管を出力管3 D 21に並列に加

える方法を試しました.ドライバ管

からI｡を直接に合成するのでなく,

第8図のようにドライバ管のプレー

トから信号を採り出して,これを合

成管に加える方法です.

(1)小型トランスでi｡信号をとり

出し合成管へ入力

信号の採り出しをトランジスタの

カレント･ミラーで行う手法は過去

に幾度も試みました.今回は小型の

ライン･トランスで実行してみます.

合理的な推量があったわけでないの

ですが,こうすればなぜキラキラ音

が総和されるのか,少なくとも合成

管の品種選択の幅が広がります.価

でも試してみようという野放図は,

アマチュアの特権です.

回路は第9図のとおりです.出力

点に並列に加える合成管は,プレー

ト耐電圧さえ高ければP｡10数W

くらいの小さいもので構わないので

すが,そんなオーディオ管は見つか

りません.かといって,ひずみ補正

管の分際で3D21より大きな顔を

するのも考えものなの?,容姿と,
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うなカットオフ近傍のチ拒轍隆のき

つい超高gm管は避けなければなり

ません.

ドライバ管は直接に出力合成する

役目から解かれるので　3極管が使

えます.双3極パワー管6BX7を

採用しました.この両プレートに1

次側, 2次側とも平衡巻線を持つ

6000:6000の小型ライン･トラ

ンス(タムラTDl)をPPの要領で挿

入し, 2次側から対グラウンドの平

衡信号を採り出します.

6BX7のプレートにはI｡が逆相

通すには,トランスの平衡巻線片側

に入れられる抵抗値は3300まで

です.トランスの電力負担を軽減す

るために,これは1次側(ドライバ管

プレート)に電流検出抵抗の形で加

えます.

合成管のI｡｡はできれば10mA

以下に抑えたいところです.しかし

gmを｢定以上確保する上で過度の

制限もできません.管種との兼ね合

いです.

(2)補助合成管EL34でキラキ

ラが柔らぐ

最初は6L6GCで試しました.

ご存じのとおりP｡の割に外形は小

じんまりとし,最も安価なパワー管

のひとつです.でも音質は変わりま

せんでした(球の質がよいことを意味

するのかどうかわかりません).

つぎにEL34を差しました.背が

高くとも細身なの?,やはり3D21

に代って主役づらをしません.音が

変りました.金属的な高音がずいぶ

Ecc2Ebb 

せて,補助合成管のクリッドに入力302 劔劔劔lX2 � 剪�
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〈第9図〉並列合成管式1.合成回路の出力段回路
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んと柔らぎました.

この緩和は, I｡信号入力部をショ

ートしてI｡合成を絶っても果され

ます. 2管並列効果が出力インピー

ダンスが下がったせいかと思いまし

たが,アンプ全体のそれを測ると36

0あり, D.F.は0.22です. 1台目

の合成ありよりも,ダンピングされ

ない電流出力アンプでした.管その

ものの音質的常陸がもたらしている

気配です.

I｡1電流がそのまま合成されるの

と量的に匹轍する補正(等量合成)の

ためには, I｡｡を14mA流す必要が

ありました.これでひずみ率のほぼ

半減を見ることができました.

ひずみ率に着目するなら,最適状

態はもっと上にあります(増強合成.

I｡の1.5-2倍相当にひずみが最小点

のあることが多い). 6BX7プレート

の電流検出抵抗を330 flから倍増

しだいところですが,それでは10

kHz以上がトランスを通りません.

gmを上げるためにI｡｡を増す手は,

電源トランスの容量限界を犯しま

す.ここらで落着とせざるを得ませ

ん.

(3) i｡合成で最大出力4倍増,

ひずみは半減

合成管の入力をショートし, le合

成なしで測った出力ひずみ率特性は

第10図破線のとおりでした.ひず

み率は1台目と変らないのですが,

出力が6Wで頭打ちになります.怪

しい事態ですが,合成管の並列が出

力を制限しているとは考えにくく,

2台目の3D21が27Vという低

いE｡2では,プレート電流を十分に

流せないのだろうと思います.

そしてEL34にI｡1信号を入力

して出力合成してやると,実線のと

おり,なんと最大出力が25Wと4

倍に増大しました.
-/?　おいおい出力はほとん

ど合成管から出てEL34PPアン

プになっているのではないか,と思

ってしまいますが,そうではありま

せん.出力6Wの際のI｡の半波ピ

ークは60mAでI｡1のそれは9

mAに過ぎません.出力部で測って

ら, EL34からの合成電流は6W

で17%, 1-3Wでは11%に過ぎ

ません.ただし6Wを超えると, I｡

が頭打ちになってもI｡1はまだどん

どん流れる,というわけです.

最大25WのときのI｡1のピーク

電流は50mAでした.まだGlの定

格損失以内です.これが合成される

だけでは25Wに足りませんが,

EL 34のチ開き形(入力が大きいほどgm

が大きくなる)のために,もっと大き

な補正電流(比例より20%増くらい

か)が合成されているのでしょう.結

果として25Wでは50%だけ

EL 34 PPアンプです.

I｡合成後のひずみ率は半減という

ところで, 1台目と大差ありません

でした.

(4)ひずみ低減によって明晰さが

増し,かつ飛翔感もあり

6 瓶���� ��

Ic合成なし � �� �� �ｨ示�� �� ��2 ��"�Ur�

/ �� �� �� �� �� ��
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(第10図〉

第9図のアンプ

(右eh)のひずみ

率常陸

1台目のアンプでは, I｡合成のあ

り･なしによる音の差には,ひずみ

の大小以外に,出力端にドライバ管

が並列にぶら下がるか否かの違いが

加わっています.その点, 2台目の

方はEL34の入力の入り切りでI｡

合成のあり･なしを切り換えるので,

もとから合成管が並列に入っていま

す.純粋にひずみの大小差が音質に

現われると期待できます.

それで音質はどうか･･-.差はや

や小さくて,音量差を感じさせるほ

どでなくなりましたが, I｡合成によ

ってやはり澄んだ感じと爽かさが加

わり,このあたりは同様です.それ

だけでなく,透明感と明晰さを帯び

ると感じます. ``低ひずみ''という言

葉に期待する印象に近いといえるで

しょう.

だから時折響きが物足りないだけ

でなく,少し囲いとも感じますが,

ピアノやヴァイオリンのソロを聴く

限り,小さな相異の中に確かに"飛

翔感"の力疎を覚えます.ひずみ低

減に有意義の評価を与えたいと思い

ました.

もう｢度念を押しますが,台風が

近づけ!輔こえなくなってしまうこ

の飛翔感をうるために, 20%ほどの

電力を補うひずみ打消し回路に,也

力段と同じだけの気随いと手間を掛

ける必要があります.補正管EL34

も十二分なエージングをすませたも

のを使っています.

また今回の実験は, PPの第3次

ひずみについてのものであり, 2次

ひずみはまた話が別であろうと予想

されます.lWでTHD1%という,

耳につきやすいしきい値を境にした

増減であること,相互負荷にした増

減であること,相互負荷になりにく

い高出力インピーダンスの補正管を

使った手法であることにも留意くだ

さい.
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