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ステレオアンプゐ製作.1_ 

前回2A3 PPの製作を思い立っ

た経緯と設計に先立ち,テスト･ア

ンプを作ることを述べましたが,令

回はテスト･アンプの結果を発表し,

そのデータを下敷きにして設計した

2A3 ABl級プッシュプル･パワ

ー･アンプを発表します.

9月号に発表した6BM8(T)PP

では,ロクなテストもせずに取りか

かったため,手を焼きました.今回

の2A3ABl級PPは,十分な用

意もせず取りかかると大変な目に遭

うことは火を見るよりも明らかで

す.古い資料を探しだし,何か参考

なるものを見つけようと書庫でカビ

臭さに耐えながらゴソゴソ古雑誌を

調べて見ました.

なにせ膨大な量に草臥果て,何気

なくラジオ技術馬脚｢精選武末アン

プ｣のページをめくっていたとき,

26ページに第3表-2A3PPアン

プの参考文献(ラジオ技術1950年

-1969年)という表が掲載されてい
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るのを発見しました.この記事は2

A3PPを企画したときから何度も

読んでいるのにウッカリ見落として

いたのです.

この表を,目次がわりにポロポロ

になった昭和26年5月号から31

年7月号までのラ技を取り出し読ん

でみました.その結果,ほとんどの

言醇動ゞ自己バイアスを使っています

ので参考にはなりません.

唯一注目すべき記事を見つけまし

た.それは1955年10月号69頁に

掲載された成瀬正広さんという方の

｢2A3PPアンプはカソード･フォ

ロワ･ドライブで｣という言辞です.

この言辞の大凡は,固定バイアス

を採用した2A3PPのドライブが

困難であり,その対策として, 2A3

を十分ドライブする出力を得る手段

にドライバとして5極管を使えば良

いとあり, 5極管で3極出力管を直

接ドライブするには, 5極管の内部

抵抗が高いので負荷抵抗を高くする

必要から,出力管のグリッド･リー

ク値を大きくする必要があるので,

こままでは固定バイアスが使えませ

ん.

そこでドライバと出力管の間に

バッファとしてカソード･ホロワ段

を挿入すれ解決する,と書かれてい

ました(今ひとつの問題として, 3極出

力管を5趣管で直接ドライブするとミ

ラー効果のため高域が減衰することが

ある).今回私が採用したドライバに

高耐圧の3極管を使い,出来る限り

高い電圧を供給する方法は,この記

事が発表された当時高電圧に耐える

3極管が少なく, 5極管をドライバ

に使うのは至極もっともなことだと

思います.

それにしても,今日のような信頼

できる半導体がない時代に,このよ

うな回路を採用された勇気に感心し

ました(当時,バイアス回路にセレン整

流器を用いるのは漏洩電流が多いので

良くないとされていた).
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はなりませんでした.

いろいろ調べた結果,当然の帰着

として武末先生のデータに頼ること

になってしまいました.最終的に参

考資料として取り上げたのは次に述

べる2つの言辞です.

1. 1976年6月号～7月号に掲載

された6336A単管PP50W/50

Wステレオアンプの試作

2. 1977年3月号～4月号の

6550 (UL) AB級PP50W/50W

ステレオアンプの試作

これらの記事は, 1976年6月号か

ら始まった新シリーズ負帰還アンプ

の設計と超広帯域出力トランスの研

究の(Dと⑪で発表されたものです

が製作されたのはほとんど同時だっ

たような気がします.

この2つのアンプのOPTはジム

テックの試作品を使い,次の号で先

生自ら設計製作された超広帯域

OPTと取り替えて実験し,特性が

どのように変化するかを比較する試

みでした.

この2台のアンプは現在サイズの

違いから,元のOPTに戻され現在

に至っているようです.この2つの

アンプの違いは(1)は出力管が3極管

であり(2)は出力管がビーム管のUL

接続であることです.

さて今回私を大いに悩ませたのは

1977年4月号の135ページに書か

れている次の一文です. ･･-｢ところ

で読者も既にお気づさだったと思い

ますが,前号第5図の回路図で次段

管(6FQ7)のプレート電圧(690V)

が異常に高かっだことです.これは

ミスプリントでも設計ミスでもな

く,アンプのひずみ率を追求してい

るうちにそうなったもので　むろん

6FQ7の正規プレート最大定格

(Eb-330V)をはるかに超えていま

す｣･-･･とあり,その後に｢今回は

R5の値を27KJ1-22KOていど

に下げてこの点の不安(なあにこれぐ

らいの過電圧はたいしたことはないの

だが)を緩和しています.お陰でアン

プの大出力時のひずみ率がだいぶ悪

化してしましました(ここで述べられ

た不安点は多分カソード･ヒ一夕間の耐

圧の問題である).と続いています.

ところが1976年7月号の回路図

を見ますと, 6550よりはるかにバイ

アス電圧が深くドライブが困難であ
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る筈の6336 Aのドライバの供給電

圧が450Vとなっています.比較の

ため,第1図に6336APPの回路図

(76年7月号141ページ),第2図にひ

ずみ率特性(143ページ)そして,第

3図に6550PPの回路図(77年4月

号136ページ)第4図にひずみ率特性

(137ページ)掲げます.

6336APPではわずか17dBの

負帰還で第2図のように大出力時の

ひずみ率が0.2%であるのに対し

て, 6550 PPでは21 dBの負帰還を

かけてやっと同特性になっていま

す. 3極管とビーム管のUL接続と

を上疇交すれば当然の結果といえなく

もありません.

後者ではドライバ管の供給電圧を

690 Vという高電圧を供給してまで

前段のひずみを低く抑える必要があ

るのか,前者の出力管は3極管では
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22 ラ　ジオ較術

2

　

I

e

e

　

イ

　

2

　

u

e

O

`

(
%
)
帆
や
ト
も
他
線



12AX7128H7ARnf128H7A 劔劔劔劔劍�|ﾒ�����uｲ�ﾓ�%b�B��ｸ儻��7��ｸ5��ｸ-b�鼈�8+X+ﾒ�

入 2A3 處ﾓ���Cr�僮〝〝om, 劔劔劔����R�x�����R�C= ～- c 

ーl Ci Cc≡三 日差出葦VR-3-5K害 ∴∴∴∴∴∴ 

50-の 100 劔亦ﾂ�辻� 末��

cc‡ 劍�ﾈ�ﾂ� ��亅��8 ��0.的78 ��I 

宴楽 剿uB�劔 �,▲ �� 

1 ソト.プロテク 791 ヨ: 地霊 'g 

漢 凵｣ 

× � ��lSKQ(5W)二重∋ 劔刄Tーキ A旧P一一 A 20V 80V i g 帝�ﾈﾋ鞋謄ﾘ���b��S��"�XへYへ 劔�=) 劔LD 剿����OVoVA 

∴ 劔剳ﾇ ● ～ 劍�b�ｫ2�斗~ーl=〕 漉.書 劔 迭�"�f#r���ﾂ��##��3%cbﾓ5e､��

(第7図) 劔��覿 剴%2�i+.;::: 劔 認ﾂ腓#����d��7X8ｨ6(5r�5�484��ｸ6���2飫��Sc��ﾄ�3%c�#��

ト 劔劔刮ﾘ薄霧 劔 ���*H+h,Hﾘxｦ�,ﾈ.h*H,X+y?｢�
アンプ全回路図 劔劔剴��3r�##"T��劔疑問に対して私なりの推理 と,(1)のアンプはドライバ, 劍+X-ﾈ+r��|ﾘ�2�

23 ��2�3Ss��

のような心配はしなかっだと思いま

す.もっとも,ドライブ不足になっ

た場合の対策がない訳ではありませ

ん.ドライバのB電源用にB電源

端子の1つから半波倍電圧整流をす

ることにより高電圧を得ることが出

来ます.しかし,電厘が800Vを超

えることが考えると, TRやケミコ

ンの耐圧を考えると,そう簡単に踏

み切れるものではありません.

(2)については,もしカソード･ホ

ロワ段のカソード電圧が不足すると
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さは2倍圧整流を3倍圧整流にすれ

ば良いのですが,得られる電圧が少

し高過ぎ(270V)厄介なことになり

ます.それは,この回路に入れるリ

ップル･フィルタに使うTRに

PNP型が必要なのですが,地方で

高耐圧TRの入手が困難なので出

来ることなら入力電圧を250V以

下に押さえたいのです.

このようなことを考え,第5図の

ようなテスト･アンプを作りました.

テストの結果,ドライブについては

ともに3極管であり互いに双繍関係

にあるのかも知れません.

ひずみを互いに消し合っているの

かどうかは精密な測定をやらなけれ

ば軽々に結論づけられませんが,ひ

ずみ率常陸を見ると,さほど間違っ

ているとは思えないのです.

出力管に多極管(動作点が深い球)

を採用した場合,到底この程度の電

圧では,多量の負帰還を前提にしな

い限り,ひずみが多く使えないもの

と思います.
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テスト･アンプの回路は一見プッ

シュプル･アンプに見えますが,同

じ入力で,互いに位相が180度違う

出力を持ったシングル･アンプと考

えるべきです.ではなぜDCおよび

ACバランスが取り付けられている

のかと考えると,次の理由によりあ

えてこの回路を付加しました.

1.上下の出力電圧を揃える必要

から(ACバランス).

2.出力管のバイアス電圧を-62

V以上に設定するための定数を得

る必要から(DCバランス).

3.幸い出力管のソケットと

OPTのスペースが残っており,い

ろいろな出力管によるPPアンプ

のテストが出来る.

したがって,このアンプ自体には

実用価値はまったくありません.し

かしこのテストの結果, 400V前後

の供給電圧でも出力電圧は実効値で

80V弱を得ることが出来ました.オ

ンロの画面で見る限り,けっこう綺

麗な正弦波に見えます.しかし,必

要とされる45Vでのひずみ率は

4 %一事信号レベ)レが高くなると,

電圧掴階段のひずみ率は結構大きい

ことがわかります.テストも進み有

る程度の結果が得られここまでテス

トを進めたとき,大事なことを忘れ

ているのに気づきました.

テスト･アンプには出力回路を組

み込んでいませんが,それに対応す

る回路を設定しなければならないの

です.そこで2A3 2本分の電流を

流すため,もう1つ電源回路を作り

そこに4.8Ktl (470(一10WXIO)の

セメント抵抗を負荷として繋いだと

ころ,ドライバの供給電圧が380V

に下がり,このままでは使いものに

なりません.

まず,リップル･フィルタのTR

のバイアス抵抗を2.7KOから

1.5 K【部こ取り替え,初段管及びカ

ソード･ホロワの供給電源をリップ

ル･フィルタの前から取ることで解

決しました.

これによって,リップル･フィル

タの電圧降下率を下げ,供給電圧を

元に戻すことに成功しました.この

段は15 Kn(5W)の抵抗器と定電圧

ダイオードZ6150Ux2ヶを使っ

て簡易定電圧回路を作っているので

リップル･フィルタを通さなくても

良いのではないかと思います(ノイ

ズの面で問題があれば初段管の供給電

源にリップル･フィルタを追加する).

本アンプで採用予定のPTは今回

の試作に十分耐えるものと考えます.

テスト･アンプの入出力特性
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(第8図〉 2Å3PPシャーシ寸法図(｢郭)

NOV.　2005

参考として第6図にテスト･アン

プの入出力常陸を掲げます.常陸を

見る限り70Vまで直線性が保たれ

ているように見えますが,数値的に

は出力電圧が40 Vを過ぎたあたり

からわずかずつ直線からはずれてい

ます.

厳密に考えると,いま少しドライ

バの供給電圧を高めれば良い様に思

います.しかも,テスト･アンプで

は出力管の電流変化の予測が出来な

いので正確な判定は出来ません.こ

の点は試作機によって結論を出した

いと思います.これ以上の供給電圧

を得るにはいずれかのタップから半

波倍電圧整流で得ることは出来ます

那,この場合,高耐圧のTRを使っ

た電子式のリップル･フィルタを使

わず,小型CH (例えばISO TC-60-

35W)を使い, 7T型フィルタに変更す

れば翫哺臣ではありません.

今1つの方法として,初段管とド

ライバの帰路に20Vぐらいの-電

圧を加えれば解決できるかも知れま

せん(下駄を履かせる?).

2A3ABl級PPの設計

前述のテスト･アンプを参考にし

て, 2A3ABl級PPアンプを設計

しました.第7図に全回路図を,第

8図に配置図を掲げます.電圧増幅

段はテスト･アンプと同じ定数なっ

ていますが,変更することがあるこ

とはいうまでもありません.

モノーラル･アンプの配置は自由

度があり過ぎ迷いました.昔から使

われていた直線配置はシャーシの形

状から収まりが悪く,結局武末先生

が1974年4月号に発表された,

DA-30 A級PPの配置をモデルし

ました.試作機の製作･調整の結果

は次回発表したいと思います.

(2005 9 20この項完)
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