
子∴∴∴∴ ∴∴∴∴:∴∴ ∴∴ ∴∴∴∴∴.実用技- 

前号までにヒ一夕なし3極管と5

極管のシンボルが作成できたので,

多くの真空管(第1表)のシミュレ
ーションが可能になりました.実際

のパワー･アンプをシミュレーショ

ンしましょう.

竹森幹郎氏のEL 34 (3結)

シングル･パワー･アンプ

(2003年1月号)

借越ながら,竹森幹郎氏が2003

年1月号に発表された第1図のパフ

す.そこ?,まず3緒の出力特陸を

シミュレーションします.

第2図の回路図を作成してくださ

がKoren氏のライブラリにある.　　い.シンボルはEL34は,メニュー

(2)回路図に各部電圧の言職があ　　から[Place]-[From Model

る.　　　　　　　　　　　　　　Library-]をクリックし,現れた

(3)使われているタンゴの出力ト　　SelectDeviceウインドウ(第3図)

ランスXE-20 Sは周波数特性と位　　でTube/EL 34を選択して[OK]

相特性が公開されている.　　　　　ボタンを押し,第2図のように配置

などです.

(1) ELSA(3結)出

力特性シミュレ
ーション

第1図アンプは
一･アンプをシミュレーションさせ　　EL34の3籍です. 3

ていただきます.理由は,　　　　　極管接続時のシミュレ

(1)使用されているECC-83/12　　-ション精度について

AX7とEL34のデバイス･モデル　　は一抹の不安がありま

型番 ��

Micm-Cap評価版(MC7 

Tube.hb 

ECC-83-/ZECC-831/2 劔HHEL-34(T) 

287Y 同0.020.05 〟 ○ 3.3V ユ暮雪 劔'K"A"箋xg.A-326OBs _ee =司5,9 0.055V4 30 剩�B���

書:墨書50剛妻 l=⊃ 圭毒筆0 27K10KlOOK 劔一acy ∃〇号 c i- ⊂⊃ (=) ニー Cプ ⊂⊃ ○○ 儺55.鍋(80.,) 冩o l図〉 森氏製作( ･アンプの 

Bchへ.iii 3 鋲"ﾓ2�&�-bﾒ� �� ��

C �#r�sY22k(5W) 377Y ��

… gY68K(3持) ��白��) 
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インライン電流プローブ

(第2図〉 EL 34(T)特性の測定回路

します.プレート電流とスクリー

ン･グリッド電流の和をシミュレー

ションするため,メニューから

[Place]- [Probe]- [Inline Cur-

rentProbdを選択し,インライン

電流プローブを第2図のように配置

します.

グリッド電圧Vlは0,プレート

電圧V2は300Vとします.

(D　解析の設定:メニューから

[Simulator]- [Choose Analy-

sis...]をクリックし,開いたダイア

ログボックスを第4図のように編集

し, DCスイープ解析を選択します.

Koren氏の5極管モデルは,スク

リーン･グリッド電圧がゼロになる

とエラーを起こすのでStart value

を1とします.つまりlVに設定し

ます.つぎに第4図の

□ Enable multi-step

をチェックし,右横の[De五ndボ

タンを押ます.現れたダイアログボ

ックスを第5図のように編集しま

す.すなわち,

Strat value : 0

Stop value: -40

Numbers of steps : 9

これでグリッド電圧が0--40

Vまで5V刻みで変化します.

[OK]ボタンを押して回路図ウイン

ドウに戻り, F9キーを押してくだ

さい.第6図のグラフが表示されま

す. Mullardの真空管ハンドブック

に掲載のEL 34 (3結)出力特性(第

7図)とよく合っています.
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▼ (第4図〉

Select Analysisダイアログボックス

をこのように編集

(2)出力トランスのシミュレーショ

ン

管球アンプの周波数常陸は出力ト

ランスに強く依存するので,まず出

力トランスを解析しましょう.解析

にはつぎの3個のパラメータが必要

です.

●変成比n　●結合係数K

● 1次インタクタンスLl

パラメータの意味を明らかにして

おきましょう.さて,第8図a)は巻

線分布容量が0 ,かつ鉄損と銅損が

0のトランスの等価回路です.この

トランスの特性はつぎのインタクタ

ンスよって完全に規定されます.

L言1次インタクタンス

(第8図〉

もっとも簡単

なトランスの

等価回路

〈第5図〉マルチステップ鰐折の設定

し2: 2次イングクタンス

M:相互インタクタンス

ここでLlは1次コイルの自己イ

ンタクタンス, L2は2次コイルの自

己イシダクタンスを意味します.

これらの定数を用い, ｢没につぎ

のパラメータが定義されます(2).

変成比n-研-･･(10-34)

結餓数K-荏-仙35)

①　変成比n : (10-34)式で定義

されるnは, Kが限りなく1に近い

とき,トランスの1次巻数Nlと2

次巻数N2の比に等しくなります.

n-N2/N,----･･････ (10-36)

トランスの公称1次インピーダン

スZpと公称2次インピーダンスZs

IIMI2 辻駅r貮52�#"茶ｳ｢��Z��h�Fy�B�

旦那ip. ��

lplp理想トランスl 茶�ﾔｲ犯ﾂ�(b'聖霊韓関曇嵩 
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R-Rs-菩-3.5km

(第11図〉 XE-20 Sの簡略萬域等価回路

第9図の回路は複雑ですが,周波

数範囲を低域と高域に分割すると,

回路を簡略化できます.信号源抵抗

Rs-3.5kn,負荷抵抗RL-80とし

て高域等価回路を導きましょう.

第9図a)において, XE-20Sの2

次巻線容量C2は数100-数1000

pF程度と推定されます. RL-8偶の

場合,時定数RLC2によるポールは

MHzオーダーになり,したがって

C2を無視でき,必然的に第9図b)の

(第13図) De魚ne Ideal Trams formerダイ

ヤログボックスの初期値

(第14図〉上図をこのように編集す
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〈第12図) XE｢20Sのシミュレーション回路

n2C2も無視(開放除去)できます.

1次巻線抵抗Rlは, XE-20 Sの

データ･シート(第10図)から110

0です. 2次巻線抵抗R2の値は不明

ですが, R2-0.10と仮定すると, 1

次側換算値(R2/n2)は約44 (二日こな

ります. Rs-3.5kt:‖こ対し, Rlと

(R2/n2)の値は十分小さいので第

11図の高域等価回路ではRlと

(R2/n2)を省いています.

変成比nは(10-32)式から,

n-J8/3500 -･　･- (10-44)

ですから,第9図b)のRL/n2は,

RL　　　8

青~= (8/3500)
-35000

となります.励磁イシダクタンスLp

の高域におけるインピーダンスはき

わめて高いので, Lpを開放除去しま

す.この簡略化で第11図の高域等

価回路が得られます.これは2次遅

れ要素?,その伝達関数は,

伝韻数-豊-#(S)

ただし,

1G(S)=而●`` (1圃

+-cl.P ･･ ･･････････(.0-46a)

去｢-草+i ･･･- (10-46 b)

となります. (10-46)式にwo, Q, R

の値を代入すると,未知数Cl, Ipに

関する連立方程式になります,

Rの値は3500()です(第11図参

照).の｡とQの値はデータ･シート

の周波数特性と位相特性から推定で

きます.の｡は位相が90度遅れる角

周波数で,第10図から150kHzと

読み取れます.したがって,

aI0-27rXl.5xl05 trad/S]

Qは位相が90度遅れる周波数に

おけるG(S)のゲインに等しくなり

ます.第10図において150kHzの

ゲインは-5dB,すなわち0.56倍

ですから, Q-0.56.これらののO

Q, Rの値を(10-46)式に代入し, Cl

とlpの値を求めるプログラムを第

2表に示します.計算結果は以下の

とおりです.

C,-872pF Ip-1.29mH

XE-20SのKの値を(10-41)式

で計算しましょう. Llの値は第10

ラ　ジオ技術



図のデータ･シートに16Hと明記

されています.したがって,

K-1-薯-o･ 999919

(5) XE-20Sの周波数特性と位

相特性のシミュレーション

SIMetrix.exeを起動し,第12

図の回路を作成してください.トラ

ンスのシンボルを配置するには, X

キーを押します.第13図のDe命ne

Ideal transformerダイアログボッ

クスが開きます.各頭目について説

明しましょう.

①　Configuration

･ # Primaries : 1次側コイルの数

･ # Secondaries : 2次側コイルの

数

これは巻数ではありません.コイ

ルの組(セット)数です. PP用出力

トランスならば1次側に2組のコイ

ルがあるので#Primariesを2に

設定します. XE-20 Sはシングル用

トランスなので　#Primariesと#

Scondriesをそれぞれ1とします.

②　Seiect Winding:初期値は

Secl: 1となっています.これは,

Secondary 1 (すなわち2次側コイル

No 1)とPrimaryl(すなわち1次側

コイルNo 1)の組み合わせを意味し

ます. PP用トランスならば,つぎの

2種類の組み合わせがあります.

･Prim2: 1

1次側N6.2コイルと1次側

No. 1コイルの組み合わせ

･Secl:1

2次側No.1コイルと1次側

〈第17図)理想トランスの設定
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〈第15図〉第12図のシミュレーション結果.第10図とよく合っている

理想トランス

(第16図)第9園b近)等価回路によるXE-20 Sのf特をシミュレーションする回路

No. 1コイルの組み合わせ

③　Ratio to Primary: Select

Windingで選択したコイルの組の

変成比nを入力します.いまの場合

は(10-44)式による計算値0.04781

を入力します.入力後Select Wind-

ing内容が変化しますが,放ってお

いてかまいせん.

④　Primary 1 inductance:

XE-20 Sのデータ･シート記載の値

16Hを入力します.

⑤ interPrimar Coup一ing: 1

次側コイル間の結合係数Kを入力

します.いまの場合, 1次側コイル

は1個なので関係ありません.

⑥ inter-Scondar Coup一ing :

2次側コイル問の結合係数Kを入

力します.いまの場合, 2次側コイ

ルは1個なので関係ありません,

⑦　Primary-Second Cou-

pllng: 1次側コイルと2次側コイ

ルの結合係数Kの値,すなわち

0.999919を入力します.設定後のダ

イアログボックスを第14図に示し

ます.第14図の[OK]ボタンを押

すと,トランスのシンボルが現れる

ので,第12図のように配置します.

⑧　第12図の回路の解析:AC

解析結果を第15図に示します.局

波数特旺(-2 dB)は23 Hz～89.5

kHzです.データ･シートの常陸(25

Hz～90kHz)とよく合っています.

シミュレーションの位相特性とデー

タ･シートの位相特性の差は:, 1 kH2

-400 kHzで±5度以内です.

第9図(b)のシミュレーション

SIMetrixで第16図の回路図を

作成してください.理想トランスは

第17図のように設定します.すな

わちPrimary 1 Inductance-1

GH(ギガへンリ),K-1,n-0.04781.

AC解析を実行すると,第15図とま

ったく同じグラフが現れます.
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