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はじめに

3月号のeB4〇十50カスコード

接続出力段シングルアンプ記事で,

eZ7GとeBX7を組み合わせた実験

機を紹介しました.その後さらに

実験と改良を加え,ようやく音質

と特性の両方とも自分なりに満足

できるアンプに仕上がりましたの

で,改めて発表します.

2002年3月号に発表した6A6と

25N5GTの組み合わせによるB級

パラプッシュプルアンプでは, B

電源部をコンデンサーインプット

整流としていました　レギュレー

ションの面で少し劣っていたため

か,音ヌケとスケール感は良いの

ですが,エッジの利いたしゃきっ

とした感じが少なく,またやや線

の細いところもあり,改良すべき

点が浮かび上がってきましだ

今回はそのときの問題点と3月

号の実験機の不満点を整理して,

再度B級プッシュプル用の共通カ

ソード型双3極出力管eZ7Gと

6BM8の5極部を組み合わせた,
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カスコード出力段は,上段管のグリッド電流を無視

できること,高域特性が向上することなどが利点で

ある,今回はグリッドの正領域でグリッド電流を流

して使うB級プッシュプル用双3壁出力曹6Z7Gを上

段に, 6BM8の5極部を下段に配したプッシュプルア

ンプを製作した,前段は6BM8の3撞都による差動

増幅で,電圧増幅と位相反転を同時に行う. B電源

は大きく変化する電流に備え,チョークインプット

方式とした,最大出力は約7W,試聴ではヌケが良

線の太さも持ち合わせている,

ッド接地型回路とカソード接地型

回路を組み合わせた,カスコード

回路を出力段に応用したものです.

GGS回路のメリットは以下のと

おりです.

①グリッド電流対策が不要

2電源方式にすると,上段の真

空管のグリッドは直接接地されま

すので,ダ)ッドインピーダンス

はOQとなり,ダ)ッド電流に対

する回路上の考慮は不要となりま

す.ただしグリッド損失に対する

考慮は必要です.

②高域特性が向上

低周波ではあまり問題になりま

せんが,接地されたグl)ッドがシ

ールドの役目を果たし,高周波特

性が良好となります.また,直接

アースに落とすので　ここには時

定数が生じません.

③入力トランスが不要

現在入手難で,あったとしても

高価なB級動作用のステップダウ

ン型入力トランスが不要になり,

コストが下がります.また,出力

トランスの2次側からのオーバー
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く奥行き感があり,

パラプッシュアンプに組み直して

みました.改めて試聴したところ,

前作で気になっていた線の細い感

じは消え,反対に太めの音質に変

身してくれました. B級プッシュ

プルアンプの音質がA級プッシュ

プルアンプに比べ,音の太さにお

いて不利とする今までの私の考え

方は,今後は改めなければならな

いと感じました　これは,私にと

っては大きな成果でした.

要所をしっかり押さえれば　B

級アンプはA級アンプと異なる,

特徴のある音質で鳴ってくれます

ので, 1台は手元に置いておきた

いアンプではないかと思います.

この製作記事が皆様の参考になれ

ば幸いです.

GGS回路の

メリットとデメリット

本機の出力段に採用している

｢GGS (ダランデッドグリッド･

シリーズ接続)回路｣は,私力勝手

にネーミングしたものですので一

般的ではありませんが,要はグl)
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(a) 2次側巻線抵抗の低いステップダウン型入力トランスを使用する方式

[図1 i B級プッシュプル出力段の構成

オール負帰還を多量に,しかも安

定してかけることができます.こ

れは音質改善のためのダンピング

ファクター調整がしやすくなるこ

とを意味しています.

図1 (a)は　ステップダウン型の

入力トランスを用いた従来型のB

級プッシュプルアンプの基本回路

です.出力管のダ)ッドは入力ト

ランスの2次側に,またカソード

はアースに落とすだけですから,

これ以上簡単にならないくらいの

シンプルさです.また,電源は正

側だけの単一電源ですむので,レ

ギュレーションを良くする必要は

ありますが　電源部の構成も至っ

て単純です.

問題はV2とV3が0バイアスの動

作ですので信号が入力されると

ダ)ッドがプラスに振られ,それ

に応じたグリッド電流が流れるこ

とです.このとき,入力トランス

の直流抵抗値が大きいとグリッド

電圧も大きく変化するので,入力

信号にこの変化電圧が加わって,

まともな増幅動作を行えないこと

になります.

したがって,ここに使用する入

力トランスの2次側の直流巻線抵

抗値を極力小さくしなければなり

ません.トランスメーカーはその

他の特性面も考慮して設計します
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ので　この形式の入力トランスは,

高価になるのは仕方ありません.

(b)はGGS方式の基本回路です.

ⅥとⅥ, ⅥとVは互いに欠点を補

完しながら,一つの真空管として

動作することが最大のメリットで,

基本はカスコード回路そのものと

なっています.

(Dドライブ電力の効率アップ

下段に使用する真空管のドライ

ブ電力は,出力電力として取り出

すことができるのでドライブ電

力を無駄にすることなく,効率の

高い回路となります.この点につ

いては3月号で詳しく説明しまし

たので,そちらも併せてご覧くだ

さい.

どのような回路でもメリットが

あればデメリットもあるものです.

この方式による最大の欠点は,回

路がやや複雑になることで　正負

両電源が必要になり,その分コス

トと手間がかかります.

特にB級動作の正負両B電源は大

きな電流変化がありますので,良

好なレギュレーション特性を考慮

すると,チョークインプット方式

を採用せざるを得ません.したが

って,チョークインプット回路に

使用できるチョークコイル2個分

のコストアップとなります.

(b) B級管を上段としたGGS回路方式

ただし,現在は高性能な半導体

が入手できるので,半導体による

安定化電源回路を組めばコストは

それほどかからないでしょうから,

あえて欠点とはいえないかもしれ

ません.

出力段の動作設定

まず上段eZ7G,下段GBM8 5

極部の動作説明を行います.

図2は,双3極管eZ7G単ユニ

ットのEp一五動作曲線に16kQの

負荷線を引いたものです.実際に

は本磯は2ユニット並列接続する

ので,使用する出力トランスは8k

Qとなります.このときの最大出

力は, Eg=+35Vまでドライブで

きれば　図中の計算を示すように

2ユニット分で7.14Wとなります.

グl)ッドは正電庄ですから当然

七が流れます.その値はデータに

示されていません.そこで実測し

てみる必要があります.予備実験

ではEg- +35V時,両ユニット合

計で実効値15mA前後でした.こ

れについては測定の項で改めて述

べます.

B級プッシュプル動作を行う場

合,通常では高い負のバイアスを

与えてプレート電流をカットオフ
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程度と浅いので,高域特性にアバ　　用しても問題ないと思います.

レのない素直な特性の出力トラン　　　チョークコイルは出力トランス

スであれ15:I,他のメーカー品を使　　と同型のケースに入っている同じ
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くダムラのA-4004を使用しました.

このチョークコイルはチョークイ

ンプット用ではありませんが　扱

うAC電圧が低いことと,無信号

時に流れる電流が少ないこともあ

って,ウナリ音は全くありません

し,またリーケージフラックスな

どの影響も感知されませんでした.

ここにはチョークインプット用に

設計されたチョークコイルを使用

すればベストです.

電源トランスはノダチのPMC-

190Mを使用しました.特注と思

われるほど必要とするAC巻線が

出ているので,本機には最適な仕

MJ



では-ldBでカバーしていますの

千,無帰還時の特性としてはこれ

で十分でしょう.

7.1dBの負帰還をかけると特に

低域に対して効果があり,ほとん

どフラットな状態になりました.

総じてきれいなカマポコ型の特性

ですので,これでよいと思います.

(4)歪率特性

出力対歪率特性を図8に示しま

す.低帰還のB級プッシュプルア

ンプにしては低歪率特性になりま

した　3W近くまでは1%以内の歪

率です.できれば最低歪率0.1%を

クリアしたいと思い努力しました

が,残念ながら0.15%が今回の限

界でした.

(5)ダンピングファクター

図9はダンピングファクター特

性です.無帰還時の値は非常に低

く0.098/lkHzとなりました.こ

の状態で試聴してみると,クセの

強い膨らんだ音質でした.この状

態から試聴しながら負帰還量を変

えてみましたが, 7.1dBが一番好

みの音で聴きやすくなりました.

そのときのダンピングファクター

値は1,1となり,可聴帯域では変化

ありませんでした.

(6)波形観測

各周波数における方形波再生波

形を写真10 (a) ～ (c)に示します.

10kHzの波形に若干のリンキング

が見られますが,これを除去する

ために位相補正を行うと音質が詰

まった感じになりましたので,本

機ではあえて補正しませんでした.

それ以外は問題ない波形です.

写真1 1は負荷条件を変えた場合

の10kHz方形波再生波形です. (a)

は負荷オープン, (b)は8Q抵抗に

0.471lFの容量を並列接続, (c)

は0.47〟 Fの容量のみ負荷した場

合で,いずれも至って安定動作と

なっており,発振などのトラブル

は全く考えられないくらい安定し

ています.

写真12 (a)は最大出力における

lkHzサイン波です.波形の山谷

が少しずつ削れる形でクリップし

ていきます.最大出力の判定が難

しいのですが,前述のように7W

を最大出力としました. (b)はク

リップ後の波形です.山谷力平坦

になるとともにクロスオーバー歪

みが見られるようになり,もはや

サイン波出力とは呼べない波形で

す. (c)は出力5W時に歪率計から

出力された残留歪み波形です. 3

次歪み成分にさらに別の歪み波形

が加わっているようです.

試聴結果

冒頭で述べたとおり, B級プッ

シュプルアンプに対する今までの

私の考えを改めなければいけない

ような鳴り方です.音ヌケが良く,

線の太いところもあり,また奥行

き感も感じられて,満足して聴く

ことができます.欲をいえば　も

う少しスケール感があるとよいと

思いますが,出力7W程度では欲

張りすぎかもしれません.

最後に

6Z7G以外にもB級増幅専用に開

発された出力管はあり,人気がな

いためか格安で販売されています.

コストはそれほどかかりませんの

で　興味のある方は一度実験して

みてはいかがでしょうか.

なお,故浅野勇氏の著書『魅惑

の真空管アンプ』の中にB級専用

に開発された真空管について詳し

く記述されていますので,参考に

なると思います.
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