
独立OPTを2コ使ったユニティ結合

KT－66PPアンプの試作
一その2・回路の解析－

初段増幅部

第11図に増幅部の回路図を示し，

各回路の詳細を説明します．

6EJ7の3極管接続を下側ユニッ

トとするハイプl）ッド・カスコード

を2つ結合して，差動増幅器として

います．R7，R8によりそれぞれの

ユニットの3緒を実現するわけです

が　その機能は2つあります．

1つは寄生（パラスティック）発振防

止であり，その目的のためにはソケ

ット直近で接続し，リード線による

寄生インタクタンスを極力排除する

ように努めなければなりません．2

つ日は，これらの抵抗に流れるG2

電流により若干の電圧降下を発生

し．G2電位をプレートのそれより

若干なりといえども低く維持するこ

とで　動作の安全を図ります，

R2も同様に寄生発振防止用であ

り，Vlソケットの直近でピンに直

付けします．lkQという値は6EJ7

を使用してきた経験上のものであ
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り．構成手続き的に導出された値で

はありません．この抵抗がない場合

にかならず寄生発振を引き起こすか

といえば　もちろんそういうもので

はなく，私の経験では　信号振幅が

大きくなった場合，特定の振幅域に

50MH2－100MHz程度の部分発

振を認めることがありましたが

lkQで効果的に排除することができ

ます．

抵抗値を大きくすればそれだけ寄

生発振の危険性が還のくとはいえま

すが　この値を10Kとか20Kにし

なければならないようでは　部品配

置や回路引き回し方法を再検討すべ

きだといえるでしょう．

Gl関連でこれに代わるパラ止め

としては，Gl～Gnd間を小容量の

キャパシタでシャントする，あるい

はマランツ・アンプ（＃8Bなめに見

られるように，Gl～プレート間に

ミラー容量を抱かせる，等々があり

ます．要するに超高域のゲインだけ

を効果的に低下させる方策を諮ずれ

金指i長生

ばよいのであって，オーディオ帯域

にまで影響するようなハイ・カット

を強いられるようであれば　そこに

は何か本質的に“まずいこと“が潜

んでいると考えるべきです．

対立ユニット＝V2のグリッド回

路ですが　R3とRlはメイン・ル

ープ負帰還のl回路素子です．仕上

がりゲインを20dBに設定している

のか　定数からわかるでしょう．

C2は微分位相補正ですが　この

タイプの補正は　仮にR29とCl

がなけれI弼高域でl＝1となるこ

とをつねに念頭に置かなければなり

ません．実のところ本アンプでも，

C2を加えた段階で80MHz付近に

ごくゆるい持続的発振が見られまし

たから．Clでシャン下し，超高域

の帰還をキャンセルしています．C

lはソケット直近で接続します．

CHl，CH2．C3．R4の機能に

ついて説明しましょう．

もともとは．ここも寄生発振防止

のため各カソードに20Qのみを挿

入していましたが，2つの理由でイ

ンタクタに変更しました1つは相

互コングクタンス（gm）の低下を避け

たかったからです．6EJ7三鯖の原

資が20mA／Vですから．微少な

抵抗値でもgmの低下は大きく，

200で全帯域にわたり3割程度低下

します．そこで位相補正を兼ねるつ

もりで　中低域のゲインを維持しつ

つ高域にロールオフを設定すべぐ

インダクタにしたものです．

2つ日ぽ　このイシダクタを利用
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とVbel段分（≒0．7V）の和が　R14

両端電圧とVR3中点までの輔の

和に等しくなるようにR13を電流

が流れて，おのずから確定します．

この電流源には2つの6EJ7のカ

ソード電流が合流しますから，計30

mA程度を流すことになりますが

VR3により24mA－48mAの範

囲に調整可能としています．ただし

実際に設定したのは13mA～15

mA／ユニット（合計26mA－30mA）

程度であり，目を三角にしなからク

リチカルに追い込んだ印象がありま

したから，VR3の可変範囲を狭め，

おおらかな気持ちで調整に臨むべき

でした．

ところで　この電流源の設定電流

が変動すると．カスコード出力動作

点の大きなドリフトとなって現れま

す．そのために負電源を走電圧化し

たのですが　当初はさらにQ8のベ

ース回路にダイオードを入れて温度

補償を図ったところ，カスコード負

荷電流源の設定電流変動やB＋600

Ⅴ変動との関係で　むしろ取り去っ

た方がドリフトを小さく押さえられ

たものですから，現在それは入れて

いません．

Q3およびQ4ば　カスコード回

路上側ユニットです．RlO，Rll．

R15，R16．それにVR4を組み合

わせて．定電圧化した190Vを分圧

しつつバランスさせ，Q3，Q4のベ

ース電位として与えています．実際

は定電圧出力を約195Vに設定し，

Q3．Q4のベースには約175Vを

掛け，下側ユニット6EJ7のプレー

ト＋スクリーン損失を2．65W以下

としています．

『ナショナル（松下電器）1962年版

真空管マニュアル』によればEp＝

Esg＝170V，Egl＝－2VでIp

＝10mA，Isg＝4．1mAという動作

例がありますから，これに近似して

いると見てよいでしょう．

これを本アンプにそのまま使っ

て，Ip＋Isgを15mAとすれば．Ip

＝llmA，Isg＝4mAとして大き

KT66－La・一一一一一一一一一一一一

な誤差はないだろうと考えますが

その場合Pp＝175VxllmA＝

1．925W，Psg＝175Vx4mA＝0．7

Wとなり，プレート損失（定格2．5W）．

スクリーン損失（定格0．9W）とも適切

な範囲に収まっています．

プレート電圧の変動に鈍感な5極

管動作と異なり，3極管接続の6EJ

7は低rpですから，VR4の変化に

小気味よくプレート電流が追従しま

す．6EJ7両ユニットにペア管を揃

えた場合の調整では　電流絶対値の

バランスを目標とするより，増幅動

作＝gmバランスに注意します．具

体的には　ひずみ率計出力の残留ひ

ずみ波形をオシロスコープで監視し

ながらVR4の最適点を求めること

になり，その後，カスコード負荷側

電流源を調整して，出力の動作点を

目標値に設定する，という手順です．

Q2．QlおよびQ5，Q6がカスコ

ード負荷定電流源Trであり．R5，

R6とVR2，VR5によりQl，Q6

のベースに与えられる電位とで　a

　 Cll⊥　 R26
0．1が11000V T 200kllW 、

〈第11図〉

ユニティ結／
の増幅部の
は一部定敬
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KT－66PPアンプ

（前号掲載の図に
と結線にまちかいがあ

してあります）
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くらいの違いがあっても，驚くには

当たらないのかも知れません．

それらを勘案して，仮にグ）ッビ

ング点⑤を．Ebmin＝85V，Ibmin

＝295mA（特性曲線上Vglニー5V付

近に当たる）とすれば　出力は

‖390－85）×0．295／2）×0．81

＝36．4W

となり，おおむね実測値と一致し

ます．付言すれば　負荷を160や

40とした場合　ノンクリップ最大

出力はそれぞれ22W，24Wと低下

しますから，現在の80負荷がだい

たい最適であるということがいえま

す．

スタガリングの考えかた

つぎに．低域のスタガリングを評

価してみましょう．

本アンプで　メイン．ループ内に

見える主要抵域時定数回路は

（a）初段一線段結合キャパシタと周

（d終段のブリッジ嵐表現

辺闘抗によるもの

（b）出力トランスと熊段管出力イン

ピーダンスによるもの

（C）2つの出力トランスとそれを結

合するキャパシタによる共振回路

を挙げることができます．その他

付加回路（初段負荷電流源など）にもい

くつか時定数はありますが　ループ

に無関係であったり，十分に大きい

ものと見なして鯛します．

最初に共振回路である（C）を評価

しましょう．

前号の第7図のように，OPTの

表示l次インタクタンスは60Hで

あり．200Hz／5Vの条件ですから

最低インタクタンスと見てよいでし

ょう．並列キャパシタは330〟Fで

あり，第11図の全回路図からば

OPTと直列に接続されたものが2

組並列に接続されていると見ること

ができます．この定数による共振周

波数は1．1Hzであって，仮にこれ

（b）等価回路

，‘
・一 、　　　　　　　　　　 ，l　　　　　　　　　　　 ‾‾一一一一＼

后 、‘、 靴 よる信 号 唾 溌　 C 1 5＋C 16　　 ′十 五 主

離

i
I

E lによる信 号 芭 流
蝿

I

帽

し 「 ／リ

rl　　　　　　　　　 r2

＋
∠ゝく？E l　　　　　 e t7 8 2

i2

配
／

　　　 i l

I

Z 2　　　　 2 1

＼ヽ　　 ／　　　　　　　　　　 C 2

1 1　　　　　　　　　　　　　　 ．－ －一一一‘

l ，

C13＋Cld

〈第16図〉プ）ッジ風に概念化した終段出力の等価回路
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がループ・ゲイン要素であるとする

ならば1．1Hzでピークを作ったあ

と．それを境に損幅は12dB／oct減

衰線に漸近しつつ，位相は共振点で

90度推移し，それを過ぎると急速に

180度に近づきます．

したがって初段一終段結合部の特

定数回路と合わせて最大270度推移

することになりますから，クリチカ

ルで神経質なスタガリングが要請さ

れそうな気がします．しかし結論か

らいえば　この共振回路ば　つぎの

ような理由でループ内時定数として

構成されません．

第16図（a月ま，終段出力部をブリ

ッジ風に概念化したものです．ここ

で　この段で取り扱うレベルを微少

なものに限定し（OPT最小インタクタン

ス付近の動作を想定），V3とV4が互

いに逆柚でドライブされていること

に注目すれば　V3とV4は互いの

プレート／カソードが同相で同一電

（c）Clに流れる信号電流

●回請要素の億を次のように仮定する

El（Ve）＝E2（V4）＝E

Cl（ClS＋C16）＝　C2（Cle＋C14〉＝C

rl（Ve内部抵徹）＝　r2（V4内郭概）加＝r

z（負荷を含bTl全インピーダンス〉＝22（負高さ含むT2全インビザンス）＝Z

●El綿よびE2を、それぞれ含む朗緋沿って盆重力験粗め式を立てる

El二　王＝　rl・il　＋Xcl・（il－i2）十

二　r・il　＋Xc・（i1－1∂　＋

E2＝　E＝「2・i2　＋Xcl・（j2－日）十

二　rii2　＋Xc・（i2－日）＋

7
」
　
7
－
7
」
　
7
－

①十〇によ以

2・E　＝r・（il＋12）＋　Zi（白＋lD　　　　　　　　　‥‥　e

①－eによn

O二子・（il－i2）＋2iXc・（11－i2）＋Zi（il－i2）

＝（r＋2・Xc＋Z）・（il－i2）　　　　　　・…④

●ここでZは0打一次インタウ魯ン鼻と、0円一決側換簾全電線概況および一炊側襖禦倉荷緩請との
並列合成インビサン具だが5、0打一次インタ功ンえを」全紙撒成分を叱すれば

Z＝　XLiR　－fl（0）＋f2（売主XL

fl〈めこのliLl・RZ f如＝
ol．Ll＋R2、　　02，Ll＋Rl

と表せるから④式は緯烏、

（r＋2・Xc＋fl（0）＋f20・X，）・（11－i2）二〇　　　…iC・

この式の左辺鱒一因蚊は明らかにゼロでは8しいろ、したがって、

五一i2　＝〇　一一一il＝i2

さらに、ilニ12＝Iれてこ机を⑪式に迫用すれば、

2・E　＝2ir・i＋2・Z十　一一一E＝（r＋Z）・i　…・⑲
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〈第19図〉
ON／OFF法による

出力インピーダンスの測定

（dON／OPP法によるダンピングファクタ測定

e重曹喜R
r＋R

・ダンピングファクタの定義

D。＝・旦－
r

見えるものを求めたに違いない，想

い出はそう私に告げるのです．

たしかに“真空管らしさ”は管球

アンプの大きな魅力であり，私も

日々その楽しみに触れています戎

本アンプ製作に思い垂らせた動因

は，マッキントッシュの思想を借り

て，ハイ・フイデl）ティの真理に近

づくことにあったはずです．である

ならば　マッキントッシュの胎を奪

う試みはまた　マッキントッシュと

同じ地点を目指さなければならない

だろう．“……らしさ”という小春日

のなかに立ち止まってひなたぼっこ

をしている場合ではない，と．この

ように文章にすると，ささか気恥ず

h）負帰還下のダンピングファクタ

・B。を求める

Eく）＝A・e

ON／OFF法の計算手続き

Do＝
EL

Eo－El

かしいような青臭い気負いととも

に　その先を求めることにしたので

す．

私のシステム構成では　メイン・

アンプは20dBのゲインがあれば充

分，というか，これまでのアンプを

そういう仕上がりゲインで統一して

いますから，それらと合わせること

を目途に，余剰分の17dBあまりを

ループ帰還に回すことにしました

この反NFB派が聞いたら腰を抜か

しそうな帰還量＝17．2dBという値

は音を聴ざ諸特性を計測した結

果論として見れば極めて当を得た値

であったと，納得できるものでした

去R優器庄
EL＝（e－β・El′）A・÷嵩

こA・6－A・l・Eo

Eo　＝
A・e

1＋A・l

A・e

雫
・負帰還後のダンピングファクタDNを求める

A・e

D＼J　＝

Ei

Eo－　El

告＋A“l

＋A・β

A・e A・e

R

r

誓

＝　Do

＝　t）〇十1

R Do

r＋R i）〇十1

＝　Do（l＋A・l）…①

L＋A‘β　ェ菩＋A・l

ここでAN＝÷京AとすればA＝rrAN＝豊AN

n、＝Do（1＋誓鉦β）＝Do＋（Do＋1）・AN・β
＝（D。＋l）（いAN・l）－1

帰還後FN＝1＋AN・l　とすれば　DN＝（恥tl）FN－1……②

〈第20図〉負帰還をかけたときのダンピングファクタの計算
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¢）oN／OFF法の計算

r＋R

R

r＋R

R

r’＋R

A・e－　　＿・A・e l　－　“●

r＋R R

l・t R r＋R

r＋R

＝÷…定緋一致

ダンピング・ファクタの意味

負帰還の効用は　理論的なものか

ら，やみくもに負帰還罪悪論を主張

するほとんど感情的なものまでを含

め，すでにおびただしいレビューが

ありますから，ここで多くを述べる

ことは控えることにして，ダンピン

グ・ファクタのみを取り上げてみま

しょう．

その理由は負帰還により大きく

影響を受けるその他の物理諸特性

すなわち，ひずみ率特性，周波数特

性低域安定度．高域安定度などは

一方的な規範性を承認されているの

に対して，ダンピング・ファクタに

は明瞭な意味上，数値操作上の定義

が存在するにもかかわらずその値

が大きければよいとも小さければよ

いとも．また客観的な最適値が存在

するとも．誰もが断定的なことをい

い得ない．悩ましい指標であるから

です　あえて特別な効果を狙う場合

は別として．ひずみ率特性，周波数

特性はそれぞれ小さければ小さい

ほど広ければ広いほどよいとされ

低域・高域の安定度はよし悪しを

云々する以前の問題として，絶対的

安定性が求められます．

それに対しダンピング・ファクタ

は　ある人々は∞を理想として大き

い方がよいといい，別の人々は　そ

うではなく1－2程度の低い値がよ

いのたといい，さらに一部の識者は

スピーカ・システムとの関係で臨界

制動を与える数値が理想であるとい
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う．ひずみ率特性や周波数特性が

その効果を含めてもはや完全に人知

の制御下にあるのに対し，ダンピン

グ・ファクタは　スピーカ．アンプ

聴き手，これら3着の緊張関係のな

かで定住する場もなくさまよってい

るように，私には思えるのです．

ダンピング・ファクタに関する私

見を3つほど挙げてみましょう．

第1に，その評価の不安定性は

ひとえにスピーカ・システムによる

低域再生の困難さに由来すると，考

えています．

どのようなスピーカ・システムで

あれー一一それはペア当たり数万円の

エントリー・モデルに始まり家1軒

が建つほどの価格帯に至るまで－

100Hz以下の低域周波数帯で物理

特性として完全に制御された．とい

い得るものは皆無ではないか，と思

っています．つまり，その点にアン

プの提示するダンピング“ファクタ

との間で“相性着の生ずる余地が出

てくるのであり，憎臣まった低域」「豊

かな低域」「エネルギー感のある低

域」等々，聴くものの感受性との間

でさまざまな葛藤が生じます．

やっかいなことに，それは低域の

問題のみに止まらず　その上に展開

される中・高域の聴き味にときとし

て決定的な影響を与える場合さえあ

るので，結局，ダンピング・ファク

タは聴感に対する支配的指標である

と，そんな認識が広がったように思

えます．

昨今では負帰還の効果としては

もっぱらダンピング・ファクタが主

役を演じ　ひずみ率や周波数特性に

ついては負帰還で解決を図るべきで

はなく，負帰還以前に片付けておく

べき問題として把握されるに至っ

だそのように私は理解するのです．

第2に，ダンピングファクタとは

あくまでもアンプの側における一方

124

的な定義であり，通常負荷となるス

ピーカは定義や測定手順に使用さ

れる純抵抗とはかけ離れたものであ

って，抵抗分を含みつつも容量性リ

アクタンスや誘導性リアクタンスの

入り乱れだ　要するに複合インピー

ダンス・デバイスであることです．

ついでにいえば　そのインピーダン

スとは電気的なものばかりでなく機

械系由来のインピーダンスも含まれ

ますから，すなわち．スピーカ自身

のメカニカルな仕組みやスピーカの

置かれた場所の音響特性に少なから

ぬ影響を受けることになります．し

たがって，アンプがダンピング・フ

ァクタとして一定の値を主張したと

しでも，1つのスピーカ・システム

であってさえ，周波数によりその意

味が変化し得ることを心得ておかな

ければなりません．

第3に，「ダンピング」という名称

が示唆するとおり．ダンピング・フ

ァクタの本来の意義はスピーカの機

械的な制動状態を表すことにありま

す．ところがR／rとは純粋に電気

的世界の出来事を表現する式であ

り，電気一機械系変換効率を鯛し

たものであって，実際の機械的制動

状態を直接には表現しません．

よく知られているように，ダンピ

ング・ファクタの小さいところでは

数値の増加に伴いスピーカの機械的

状態はおおむね比例的に制動されま

すが　大きくなるに従い徐々に機械

系に対する支配は薄れ10程度を

越える部分のダンピング・ファクタ

は，ほとんど機械系に反映されませ

ん．そういうことを踏まえたうえで

貸出された数値を見れば　ダンピン

グ・ファクタに対する過大な期待も

過小な評価も，ともに禁物であるこ

とがわかるでしょう

ダンピング・ファクタ値の計算

さて本アンプでは　ループ帰還を

施すことによりダンピング・ファク

タはどのように変化するのでしょう

か　最初に，もはや普遍的といって

よいON／OFF法によるダンピン

グ・ファクタ測定の原理を確認して

おきましょう（第19回．

第20図では，第19図の手順で

ダンピング・ファクタを計測された

アンプに対し，帰還量＝FNの負帰

還を施した場合，ダンピング・ファ

クタがどのように変化するのかを算

出する手順を示します．いうまでも

なく，ここでいう負帰還とは出力並

列／入力直列型電圧負帰還ですか

ら，ダンピング・ファクタは増加し

ます．

ここで負帰還前の無負荷増幅度

＝Aがわかっている場合は，β回路

の定数とともに，①式に従って貸出

しでも構いませんが　製作の現場で

はむしろ，ミリパルなどで直接帰還

量を読み取るのかふつうだろうと思

われますから，そのときは（雪）式を利

用するのか簡単でしょう．

本アンプに②式を適用すれば帰

還前のダンピングファクタ二3．17．

FN＝17．2dB（7．24倍）ですから，

DN＝（3．17＋1）×7．24－1＝29．2

つまりダンピング・ファクタは，

30程度に増加するということになり

ます．のちに測定の段において言及

しますが　実測では32（8Q／lkHz）

であり，若干の差はあるものの，ほ

ぼ予測とおりといえるでしょう．

では17dBあまりの負帰還に対

して位相補償はどうなっているのか

というと，低域については，先述の

とおりスタか）ングに問題がありま

せんので何もしません（スタか）ング

自身を位相補償と見る立場もありますが）．

高域に関して，位相補償は3カ所

あります．1つ日は先に初段差動

増幅の共通カソードに組み込んだ共
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