
●理想のプッシュプル回路の実現をめざす

2極管負荷と仮想B級で直線性を向上

管球OTLアンプの試作

第3回
電源トランスレス
40KG6A

2パラ・OTLアンプ

喜藤井秀夫喜

40KG6AOTLアンプの上で，単

純なB級PPから仮想B級PPへと

移行して．出力の半サイクルごとの接

合常陸を向上させ，微少信号への応答

を改善することが今月の作業のテーマ

です．

PP合成の理想のありかたの1つだ

と最初は単に想い描き，考えを重ねて

確信したPP合成－真っすぐな2

素子が信号の半周期ごとを分担して，

切れ目も余分な重なりもなく出力をぴ

ったり接合する波形合成－を実際に

追求していって，G2ドライブや2極管

補正へ至り，ついに仮想B級PPとい

う方式に行きつきました．

理の上で明快で真っ当だと思うので

すが，いざ作ってみると，掘削こ際ど

い動作をします．あまりにクリティカ

ルなので元来いかにもおうような（襟

の）電子デバイスにとっては酷な精密

さと繊細さを求めているのでは，と自

問してしまいます．

しかし，過剰な発熱を避けようとす

ればPP合成という出力方式はオー

ディオ・アンプにとってなくてはなら

ないもので一方，デバイスの理想を

求めてゆげはそれは線形のものである

はずです．線形デバイスでPP合成を
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実現しようとすれば結局かならずこ

の際どさにつき当ります．多量の負帰

還でこの際どいところを包み隠すので

なければクリティカルさはオーディ

オ電力増幅回路の根元に横たわってい

るものと考えられます．根元の問題は

解決しておかなければなりません．

行きつく解決策が仮想B級PPだ

とするなら，その要求がひや汗を強い

るものでも，無理難題を素子に押しつ

けているわけでない－そう考えて，

当面する課題の解決に精出してみまし

た．いちばん重大な問題は接合のあま

りのクリティかレさカ溜く熱的な不安

定です．

前々号で26LW6の完全平衡型

OTLアンプを仮想B級PPで動作

させましたが　出力の増減に伴う温度

変化が特性の経時変動を引起すという

不安定が見られました微少信号の応

答をデリケートに調整しても，出力を

上げて力［熟した後では調整が崩れ，10

秒ほど経たないと復帰しません．

もう1つ，高周波の帯域で接合が乱

れるという問題があります．20kHz

以上ではクロスひずみが目視できるほ

どでした．

いずれもひずみ率特性がコンマ

何％かという数値的な性能よりもっ

と本質的な問題で，これを解決しない

ことには欠陥をかかえたアンプといわ

れでも仕方がありません．

今月紹介するのは，この間題の解決

に思考力と腕力と根気をふりしぼった

成果です．亀が割前回路の根元が求め

ているテーマだと感じれば　日ごろの

何倍もの棺が出せるというもの．部品

を変えてはハングづげ，ヒ一夕を灯し

ては波形を見る，テスターとオシロス

コープの探子を入れ替えとっ替えする

この作業を何10回も繰返しました．

望むらくはあっと驚く掌理な特性をも

同時に披露したかったのですが　これ

はいまだしです．しかし，2つの重大

な課題については大いに前進しまし

た．とりわけ安定度については．俄然

といってよいほど向上させることがで

きました

26LW6アンプの製作記にならっ

て，失敗したいろいろな試みも含めて，

試行作業を紹介してゆきましょう．私

が失敗した方策にも何らかの見逃しが

あれば読者が生かしかたを見出され

るかも知れないからです．
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1．負荷2極管の問題

話の主役は2陸曹です‾から，動作点

の安定化のことは少し後回しにして，

期待の16A8／6BM8の3極ユニッ

トの首尾から報告しましょう．この2

極管結合球は，2／3乗負荷となって出

力管のブ師璃副生を補正する役を果すも

のですが信号の半波切断にも関わる

の‾C今月のテーマである仮想B級に

とってもやはり中心的存在です．

（1）つきまとうグリッド電流－2

極筒も仮想B級で

負荷として求められるのは高内部抵

抗の2極管です．ところが，12AX7

の2極管結合ではグリッド観のため

にカットオフ特性が乱れて，信号のス

ライス面が折れ曲ると知らされまし

た16A8の高〟3極ユニットではど

うでしょうか．働かせる2極管負荷増

幅回路を第1図に再掲しておきます．

どきどきというほどでないにしろ，

ごくりとつばを飲み込みながら眺めた

スライス面は，期待に反してよくあり

ません．12AX7に比べて．ウームと

評価に悩むほどのものでした．グリッ

ド亀流は基本的に高〟管につきまと

うものなのでしょうか．となれば　さ

てどうするか．

思案に及ぶこと延べ2日ほど，案出
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1〈第1図〉
16A8の3極簡部を
使った2極管増幅回路

▼く第2図〉
直流バイアスを加えて2垣管

のグリッド鐙流を抑止する

＋230V
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TZ3UV
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2・－3V＼

したグリッド電流抑止策が第2回で

す．折り返しカスコード回路からの信

号電流とは別に，商抵抗を通じて微少

な直流バイアス亀流を2極管に流して

やります．2極管はカットオフしない

ので，いわば仮想B級状態になりま

す．図のとおり，プレート電圧がカソ

ードより（したがってグリッドよの常

に高くなる（2－3Vほど）ので　グリ

ッド種流力瑚］えられるはずです．信号

のピーク電流を6mAとすればその

1／100の0．06mAで事足りるでしょ

うから，3MQを中lt点こ1－5Mnの

抵抗を付加すればよいはずです．これ

だけ高い抵抗値なら，2極管の2／3乗

特性を変えるノ髄己はありません．

実行した練はかなり良好で，スラ

イス面の乱れは目に見えて軽減されま

す．簡単で絶好の方法を発見したと大

いに喜んだものです．というのは，こ

の2・－3Vの正バイアスを何らかの工

夫でもっと大きく10数Vから20V

強まで高めれば出力管の仮想B級動

作を自動的に果せるだろうからです．

なにしろ仮想B級に必要な正バイア

スは簡単なようで厄介でしたから，

ところが，この1石2鳥の妙案は，

くやしいことに，次の周波数特性の問

題でくじけてしまいました

（2）高周波域での半波スライス波形

仮想B級PPの弱点が高周波帯で

のクロスひずみにあるだろうことは，

読者も看破されているでしょう．信号

のカットオフが球内の真空電子流への

直接的な醐衝でなされるなら，高

周波語でのスライスされた半波形状の

変容は軽微でしょう（ちなみにバイポ

ーラTrではそうはゆかず．石の中を

流れているのは遅々たる歩みの拡散電

子で，これはベースが面接に制御する

ものではないそうですから，切断一導通

は敏速になされません）．

しかし．仮想B級では，半波信号の

生成部と出力管プレート電流との問に

介在するものがあります．パワー・ド

ライバが1つ，そして亀線やら何やら

です．これが高域の高話波を減衰させ

ると，第3図に措くように，（a）の正確

な半波形状を（b）のように変形してしま

うでしょう．予想される合成波は．（C）

のとおり，接合面の滑らかさがただち

に失われるわけではありませんが，正

弦形状が変容することは避けられませ

ん．

負荷2極管と出力管グリッドまでの

経路は，高周波域の減衰を最大限に避

けなければなりません．

そこでまず配線に工夫をこらしま

す．第4図に描くようにガードリン

グ・シールドを施こしました．信号線

と同電位でインピーダンスの低い電圧

を後続のソース・ホロワから得て，こ

れをシールドに加えます．これで信号

が流れる芯線から高周波電流がもれる

ことがなくなります．シールド線の浮

遊容量へはドライバが電流を供給して

くれます，線のシールドだけでなく，

折り返しベース接地トランジスタの放

熱器をシャーシからもトランジスタか
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底上l蝿圧12Vに2極管のバイア

ス亀圧2－3Vを加えた約15Vの正

バイアスで，40KG6Aに50mAの

無信号電流が流れます．図に示すとお

り，シフト電圧を決めている基準点④

からドライバのMOS－FETにもバイ

アスを与えておくと，電源投入直後，

段間連続スイッチが開放の状態でも近

似したバイアスが与えられるので，連

結スイッチのON時の衝撃がなくな

ります．

ここまでで40KG6A2パラ

OTLアンプをとりあえず仮想B級

PPで動作させることができます．そ

の状態でのひずみ率特性を第9回に掲

げます．最大出力は32Wで，この時

入力信号電圧は0．7Vmsでした．

事は未たしと痛感させられること

に，仮想B級PPでありながら，0．1

W以下の微少出力でひずみ率がよく

ありません．

それ以上に大きな問題なのが，0．5

W近辺のひずみ率が針を読めないほ

どふらふらすることです．PP合成の

半波接合面がぴったり定まっておら

ず温度に依存して揺れ動いているの

です．

この不安定をなくさないことには先

へ進めそうにありません．腰をすえて

動作点の安定の問題に取り組む決心を

しました．

3．動作点を安定化する

遅れていた秋がたけなわで，街路が
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1く第6図〉
2極哲郎を12AT7

に変えたため，回路

定数を一部変更する

▼〈第7図〉
出力管Glに正バイアスをかけ

るためのレギュレーク
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豪華な黄金に包まれ，空が赤に色どら

れる季節の中，4月にもそのように，4

年前にもそうしていたように，またIii

辺を往き来しながら，作業を進めてい

ます．アンプの製作を繰返すごと，往

来に目に映る季節ごとの樹々の輝きが

鮮かさを増すのは，心象のせいでしょ

うか∴歳月のせいでしょうか．

久しく言葉がとぎれて，もう顔さえ

思い出せないほど遠く離れた友とはた

と出会えば　ほんの昨日別れたように

時がつながるだろうように．その昔，

ラジオの裏からかい閲見だ真空管の灯

に覚えた，遠くも間近な気配をふと思

い出して以来，その時の火がふたたび

体の中へ入り込んでしまって，7年間

の製作作業を続けさせました

7年間の熱は悪くはありませんでし

た．記膳の中のあの鮮かな気配は．今

日に働いて作ることの見かけと真相と

を照らし出しでもくれます．子供の眼

前の灯には，英気にあふれて作った人

と作る工房が見えていて，その先に技

術の英知と社会がつながっていまし

たしかし現にたずさある生産の中で，

製品は営利の商品で，作る人す：新崎蓉1－

両の無人称の道具であり，親善も想い

も移されて製作物から消えています．

子供の眼に光る真空と物質は，謎を秘

めて果しなく誘なう法則と力でした

が，収益作業の中ではただの部品とコ

ストでしかありません．いまから思え

一頭空曹ラジオも営利的工業生産の品

だったわけですが，子供の見たものと

いったいどちらが現実であるのか．

ぽんとうのところ人間の生活は何で

成り立ち，歴史と文明は何によってつ

くられて進んで来たのか．白紙の子供

の日に生産秩序がもたらす幻影は見え

ず，素性と実態だすが現実です．

lIi辺を歩むうちに，まわりの自然に

もかつてありありと感じていた気配を

思い出します．諷意の中の光と真空空

間の像はガラス管の内から広がりま

す．幼い眼にとって光はまず窓に揺れ，

ついで樹葉で踊り，やがて空に円環と

なって語りかけていました．空間はま

ず部屋の脚こ，次いで木立の下に．そ

して夜の空で物語をつづっていまし

た．樹々も検察を騒がして走ってゆく

風も，語りかけたり呼びかけられたり

できる何者かで，名づけられた呼びか

けは，いずれ還ってくるものでした．

広大な場所と可能性とにつながってい

るそれらの者たちと私とは，深い土の

」J
＋230V

＋120V

〈第8図〉
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持ち上げる
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〈第11図〉カスコードの繊

ツケージのものを採用して，できるだ

け温度追従を早めようと目論みました

が，ほんとうに必要な応答はコンマ数

秒以下で，要請にはほど遠いものです．

〔A〕MOS－FETに変えると：成算はな

いものの，物は試しとバイポーラTr

をMOS－FETに変えてみました．石

は2SJl17です．温度係数がわからな

いので，温度補正はなしです．ピンチ

オフ電圧が適うので，動作点の再調整

をします．

信号を入れてみると，信号のスライ

ス特性がかなり変っているのが目につ

きます．切断面がやや柔かく，カット

オフ近傍が丸みを帯びます．1これが接

合にとって好悪いずれに効くか．しか

しそれ以前に，出力の大小変動直後の

クロス部のじわじわした動きに大して

改善が見られません．

どうやらもっと思い切った改造が要

求されているようです．

〔B〕カスコードの綴続で発熱をなく

す：熱による持憧変動を抑えられない

なら，そもそも発熟させないのが根本

的な対策です．

そこで第11図のようにカスコード

回路を組んでみました．動作点を決め

る上側トランジスタのコレクタ電圧を

6V以下に固定して，発熱を最小限に

抑えます．ドライブ電圧を背負うのは

下側のトランジスタで，これは温度が

どう変っても動作点の決定に関わりま

せん．折り返しカスコードにさらにカ

スコードを重ねるので，カスコードデ

ッド・カスコード・アンプというとこ

ろでしょうか．

最初上側をバイポーラの2

SA1486，下側をパワーMOSの2
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〈第12図〉カットオフ特桂の乱れ

SJl17で試してみました．内心に不安

をかかえでの試みでしたが悪い予感

は当りました．信号のカットオフ特性

が第12図のように目新しい形で乱れ

ています（2橿管のベース電流による

乱れと逆）．鋭いパルス的動作は石を積

み重ねるごとに乱れるものです．

それでも温駒こよる不安定を打開す

るすべはもはやこれ以外にありませ

ん．どこまでも追求するとの執念を発

露して，次に2SA1486を小信号J－

FETに変え，成功はしなかったもの

の，半導体の謡類によってスライス特

性がずいぶん変ることを知りました．

上側トランジスタを電園田容量の小

さいMOS－FETとする，これがしぼ

られて来た打開策で最後の手段です．

幸いにも手持ちに10数年前に入手し

たBS250という小型のPチャネル

MOS－FETがあります．2SK30A

と同じ形状ながら0．5AのIDが流せ

て，ドレイン損失0．6W，gmが80mS

あります．読者には申しわけないので

すわi　欧州産のもので今では多分入手

困難です．代わりになりうるMOS－

FETを探すことは今後のこととさせ

ていただきます．

とまれ，これが的を射とめました

バイポーラT，に比べれば　すっきり

と乱れのないスライス面をつくってく

れます．

動作点の安定度は完璧です．最大出

力状態にしばらく置いて，シャーシ内

各部を十分に加熱した後も，小出カの

合成波は加熱前と変りません．ひずみ

率もぴたりと安定しています（かえっ

て10W以上のひずみ率が少々変勤し

ますが，これは問題にならないでしょ

う）．

これで仮想B級PP－OTLアンプ

が，オシロスコープを備えた実験机の

上の“仮想のnアンプから，実際に音

楽を鳴らすアンプへ現実化する上での

重大な難関を1つ越えたといえるでし

ょう．

4．仮想B級PP合成の成果
と特性

話を2極管に戻さなければなりませ

ん．

動作点が安定して，半波ごとスライ

スされた信号の接合部が固定した以

上，この細部について秀れた連続特怪

を得ることに注力しなければなりませ
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加のガスコード回路によってドライブ

睡力消uられたせいでしょう，最大出

力が28Wに低下しているのは仕方

ありません．

ご覧のとおり，0．1W以下の微少出

力のひずみ率が大幅に改善されていま

す．0．5W付近の盛り上がりが抑えら

れないのは心残りではあれ，特憧値が

ぴたりと安定して，これまでとは見違

えるほどアンプとしての安′職惑を与え

てくれます．20kH2－30kHzまでク

ロスひずみが目立つこともなく，今月

の仮想B級PPの目標は達成された

としましょう．

…‥いったんはそう考えたのです

が，気に掛かるところがあって，他メ

ーカーの12AT7を試してみました

（先の12AT7は最近購入したノー・

ブランドのものです）．メーカーを変え

ると様相がまるで違います．第15図

がフィリップス社のものです．RkをI

knまで高めないと好成績が得られ

ずlkQで俄然ひずみ率特性が向上

します．特にl球では100mAのIb。

を流すとクリップ寸前までコンマ

数％のひずみ率を維持します．球ごと

に最適Ib。の違いがあって，図のとお

り50mAでかなりの好特性を示す球

もあります．

ただし高周波特性があまりよくなく

20kHzで合成波に接合の乱れ（鋭く

ない折れ曲り）が見え出します．どう

やらカソード抵抗による2結3極管の

非線形の変容は球ごとのグリッド入力

特性に依存し，これはそれぞれ個性的

で現員雌がないようです（メーカーご

との傾向性はありそう）．

これをまったくのでたらめと見る

か，多様な可搬と見るか－一迫製作，

少なくとも工夫をしながら同様の効果

を繰返し生むか，あるいは今後でたら

めを解消して確実な手法にするには，

不明ながらも理の筋を解いておかなけ

ればなりません，

（2）前段のカットオフ近房曲率にゆ

だねろAB級PP合成

カソード抵抗入り2撞管では，理屈

どおりの仮想B級ではなく，第16図

JAN．2001

0

貧
．i事

理

蛍－3

10k　　　　　30k　　00k lOOk

周波数（Hz）

く第17図〉実験回鄭こよる高域特捜

のような動作をしています（出力のク

ロスひずみが最少になるよう調整する

と，自然にこうなる）．2極管の底上げ

電圧によるバイアス電流（絶対バイア

ス）は20mAほど？，あと数10mA

のバイアスは2塵管プレートの動作中

心点をゼロから10敬Ⅴ上へシフト

することでもたらされています．カソ

ード逝抗が大きくなるほど．こちらの

バイアス（相対バイアス？）の比率が

大きくなります．

それで波形合成は，この数10mA

分だけ上下2球が重なり合う形で行わ

れていることになります．つまり，AB

級PPです．カソード抵抗による正帰

還が2極管のカットオフ近傍を滑らか

に屈曲させ，この屈曲度合を決める12

AT7のグリッド入力特鮭が上下対で

うまく講和すれば　ひずみのない出力

をつくり出すのでしょう．逆に，出力

管のカットオフ近膀特性は絶対バイア

スによって直線化されて．AB級合成

の重なり部分への関与を弱めます．

結局，クロスオーパ部の重合特注を

前置デバイスのカットオフ近傍曲率に

ゆだねたAB級PPということにな

ります．

仮想B級PPの理想からすれば大

きな逸脱です．それでも発想の一側面

は引き継いでいるし，おもしろい1つ

の可能性ではありましょう．課題は球

の品種にかかわらない良好な周波数特

性を得ることです．

あくまで徹底した仮想B級PPの

方は，微少信号での接合特性に課題を

残しました．スライス面を鋭くしても，

ナイフならぬ電子デバイスに頼る切断

である限りは理想の幾何学形状はあり

えず，局部的なミス・マッチングが避

けられないのかも知れません．いかに

局部的でも，このミス・マッチが信号

中II事こあれ！弼妙幅号にとっての比重

が大きくなります．やはり接合面を中

心からずらす対称シフト・クロスなど

の技法が不可欠なのでしょうか．

しかし現行の回路で対称シフト・ク

ロスを実行するには，あまりに大きな

規模を要求されてしまいます．

（3）総合的な特性

最大出力が前号よりやや低下して

28Wとなりましたが水平偏向ビー

ム管の2パラOTLアンプとして物足

りない水準ではありません．

28Wに必要な入力信号は，2橿管

カソード抵抗が510tlのとき0．4

Vm紗lkQだと0・3V同Sとかなり高

感産です．これなら．2段目のカソード

結合を強化する工夫を加えれば初段

増幅器を省くだけで，全段直結の直流

アンプに変えることもできるでしょ

う．

総合利得が増したのと出力管のIb。

が増加したこと一種鯛号時の残留ハ

ム・ノイズが拡大しました．Ib。50mA

で1．2mV。m3．100mAでは2

mVmSです．後の場合，初段利得を下

げるなどの対策を取った方がよいでし

ょう．

周波数特性は高域のみ第17回に示

しておきます．－3dB降下点は100

kHzを越えています．

○　　　　　○

G2ドライブ40kG6AOTLアン

プの製作記シリーズは3回目の今月

で完結です，と籠集部に伝えてあった

のですが　ご覧のとおり，スピーカに

つないで音楽を鳴らすパワー・アンプ

として完成されたとはいえない状態で

す．動作の理屈もまだ明快とはいえず

部品素材や定数を含めて，もう少し解

析を必要としています．

今月は，動作点の安定化を達成した

ことをまちかいのない成果として．あ

と1回完成記を著わさせていただき

たいと思います．

99




