
A:先輩

B:ヤングマン

B :何だ.この思わせぶりを表題は

?

A : SRPPは愛好者が多い.かく申

す私も,あたり前の抵抗結合では面白

くなくて,SRPPドライバをどとしゃ

れたものだ

B :め,,あの抵抗1本でPP動作

をする回路か(第1回).しかし本当の

ところ,この回路の何処に鮭力がある

のだろう.まあ接掟1本で2本の球が

PP動作すると言う面白さはあるが

A :理屈はとにかく,この回路の音

は,何とをくふくらみがあって,抵抗

結合のストレートさに比へトランス

結合寄りの音がすると伝えられている.

しかし本当のところは,入出力がシン

グルエンドにもかかわらず　PP動作

12AU7　　　　　　　　　　　　　+270V

-〟 劔○ 
1.6mA 剪�Ebb 

100 

_l≒+70V 劔/-g_B 保護 100V 3010′`F k0-50 
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タカソード問絶縁

のため

12V 200I･ F

注) 1.ヒ一夕はカソードとの対圧を考慮し

図のように電圧をかけるとよい.

2.出力は×点より取出す.

3. Ckの有無, RLの値が重要なポイント.

4　通常R机-R具2とする

(第1図)典型的をSRPPの回路

(1990年3月号より)

と同様に第2高誠皮のキャンセルが期
`待できる点が人に好かれてきたのだろ

ラ.

B:またまた,第2高調波キャンセ

ルか.抵抗1本でPPとは虫が良すぎ

る.これで正調プッシュプルをのだろ

うか?

A :問題はそこた.この回路は見掛

けとは裏腹に複雑を動作をしていて,

容易にその仝内容を直観的に把握でき

をい特徴を持っている.これを今回少

し探索してみたのである.

B:あまり明確にしすぎて,大方の

夢をこわすようをことをし杏い方が良

いのて当主･･-･

A :音の良さは,測定の結果をどに

左右されかゝ位の強固な意志がないと

タマいじりをどする資格はないさ.

と言うかナで　今試作検討中の球ア

ンプのドライバの測定に枝葉が出て,

SRPPに首を突込むことになってしま

った.どうせのことと,総洗いしてみ

たのが以下のレポートです.

本稿には下記の研究レポートを｢郭

参照引用させていただきました.改め

て感謝をいたします.
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MJ 1989年3月P193　相Iii英男氏

1989年4月　SmEWⅢDERの諸氏

1989年5月　　　〃　　　　〃

19894 6月　　,,　　,,

ラ技1969年10月PllO　安斉勝太郎氏

1984年6月P67　佐藤定宏氏

SRPPの面白いところ-

この回路は支持者と,反身指がいて

いろいろ論争をくり返してきたことは

御承知のとおりである.その論点は

1.本当にPP動作をしているのか

2.下の球の負荷抵抗が球(上段の)

なので　砥抗と異をりロスが少をく高

出力が得られる.

3.出力インピーダンスが低いので

高域特性が良い.

4.下の球の負荷抵抗が上の球にな

るので,抵抗と異をりひずみが多い.

などであろうか.この回路は簡単を外

観に似ず,各要素が複雑にからみ合っ

て,常に全体の動作を気くぼりして議

論しか)ど,何時の間にか議論の根底

がスリ抜けてしまうのである.例えば

後述の第6回の数式をみていただきた

い.この回路の利得を算出するのにか

くも複雑を式を計算しないといかんの

である.したがって,物理的にどうと

言う理解よりも,この式に数値を代入

して出た答と,実測値が一致すれ-柄

者正しいとちっとくする方が早い.ち

っとも,特異点を想定して,例えば上

段のカソード抵抗-0　とか負荷抵抗

-0　とか∞とか,にして回路を単純

化して,直観的に理解できるようにほ

ぐし,このとき上記の禎鰹な式にこの

条件を代入して出た式と,直観が合致

してればそれをりに理解できる.たと

えば,負荷抵抗-∞　とした場合,

SRPPの下段パスコンがか､とすると,

同一回路の二階建だからゲインは略1

球の増腫塵の半分と在ることが予想さ

れるし,計算も暗合致するをどである.

ところで今回初心に帰って,いろい

ろ実測し吟味をしたがその結果を要約

すると以下になる.
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(第2図)今回の実験の道具だて

1. SRPPは,ある特定の負荷抵抗

を接続したとき, 2次ひずみを打消す.

ただし,このとき上下段に流れる信

号電流はか/i:うずしも等しく杏ら和ヽ.

2.最高出力電圧を得るためには,

負荷抵抗値を上る必要がある.しかし

2次ひずみ打消しの最適負荷抵抗値は

ずっと低い値にあり,両者満足できに

くい.

3.高負荷抵抗時のひずみ具合およ

び最高出力電圧はパラ接続と大差な

い.

4.出力インピーダンスは一般的に

パラ接続より低くなる.したがって次

段の入力容量によるF特の低下は少を

い.通常,数10一致100kHzでの話.

5.出力インピーダンスは低いが.,

内部でインピーダンスの高い場所があ

り,ここを低容量化し和ヽと,高域が

延びない.

などいろいろなことがわかった.

実験の道具建て-

板測定回路の乗るシャシは,昔使っ

た小型の6RA8シングル･セットの電

圧増幅段部分を随時布線暫しで使用し

た.使った周辺鰭は第2回のようで

あった.何れも私のミニラボの常連で

あるが　今回は,アンリツ製のパルス

･オシレークが加わった.立上り3ns,

最/JV toJレス幅10ns (100MH21波分の時間)

hp 3590A

ウェーブ･

アナライザ

500V 250mA

m STV

メータ

V

mA

の細いパルスが作成できるので　ケー

ブル,デジタル機嵩のテスト用に偉力

を発揮させたいと思っている.今回は,

高域特性による立上りの変化を見るた

めに使用した.

SRPPのテストでは, SRPPのカソ

ードの2筒の抵抗を順次変えて動作測

定を行う科今回は測定能率を上げる

ために,赦筒のシリーズ接続の2組の

カソード抵抗を作っておき,これをク

リップでショートしながら測定してい

く方法をとった.

当然,布線も長く引延ばされ,他よ

りの誘導もあり,低レベルの測定はこ

れらに原因する指禾誤差をさけをがら

行う必要がある.このようを測定環境

のとき,測定波だけのレベルを指示す

る同調型レベルメータは非常に調子良

く,測定精度を確保できる.第2国中

ではhp3590Aウェーブアナライザがそ

れである.
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<第5図>　各接続方式のゲインと出力インピーダンスの式

全体像が浮んでくる(注1).

(注1) MJ1989-5月p.128, 129,木

下順二氏の思想を引用させていた

だいた.

SRPPのゲインと出力インピーダ

ンスを整理すると,

I.ゲインは,抵抗結合方式と大差

ない.カソード･パスコンCRの有無に

よってゲインが数dB変わる点も同様.

2.出力インピーダンスは,断然異

なる. 12AU7の本例では

パラ接続のCRアリ-7kQ

〝　　CEナシ-20kn

に対して

170

SRPPのCH Tl)-3.6km

〝　　　CHナシ-8.9kfl

とSRPPの方が半分ほど低い.

上述のように, SRPPの優位性は

RKを選べば出力インピーダンスを相

当に下げられ,負荷になる次段の入力

容量による高域低下が少くなる点にあ

る.

今,第7図のように,ある回路に

100pFの容量が次段の入力として負

荷されたとしよう.もしこの回路の出

力インピーダンスが12AU7のバラ接

続で上述の7knとする.また,この

出力は回路のストレー容量成分も並列

に入いり,50pFとする.

すると,

①　この回路だけで決まるカットオ

フ周波数flは

159

50pF XO.007Mn

(50pF + 100pF) × 0.007Mn

- 151kHz

つまり,回路の出力インピーダンス

ラ　ジオ技術



下段上段 ciR.2 小rpilt2rp2 ��

Ck ��

R,,CpTRL ･｣∴ ��

Z側.∫:RI_から回細則を見たインピーダンス(RLを含まず) ��

Z.:C,から風脚Uを見たインピーダンス(C,を含まず) ��

rp2(Rk2+rpl) 綴6ｸ4�8｢�

zouT=7両"`'''一一` 

zouT-ri,2((41+1)Rkl+Rt2+rpl)rl 綴6ｸ6�5b�

(FL'+1)Rkl+(FL2+1)Rk2+r,1+).,2i2 

zp-,p,(1--聖-Xil). ei〟 綴6ｸ4�8｢�

スロー(.p.+(,..+1)Rkl)(I-型土色±旦聖X.1). ei′{ 綴6ｸ6�5b�

但し, ��

〟lei(Ri.+rp2) i1-RL((42+1)Rk2+.pl+.p2I+rp2(RIB+rpl) 亦粭6ｸ4�8｢�
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<第9図A>　Zp. Zo叩インピーダンスを求める

となってしまう.パラ接続でカットオ　　RPPの利点とし考慮に入れてよい.

フ周波数は%に下るが,本例のSRP　　　第8図は,各球のIpに対するlk腿

Pではy2にしか下らない.この点はS　　の出力インピーダンスZouでの実測値

をまとめたもので,同図百には計算値

もプロットしてある.本測定は, lk腿

のオンレ一夕出力を定電流化し,電流

注入法(注入電流0.4F'A)で測定したも

ので,負荷端子電圧測定は,スペアナ

でlkHz成分のみを拾っている.

SRPPの下段プレート

アース問のインピーダン

スzpはどうなるか-

SRPPはその出力インピーダンス

Zoupが単純パラ接続に比較して低

く,次段の負葡容量に対しては有利に

働くこと,だからと言ってSRPPは

自身広帯域かというとそれほどでもな

いことなどを前節でのべた.

SRPPは2段アンプとも考えら

れ,この回路の総合周波数特性を決る

のは,出力端子Zom iCプラ下る実際

のストレー容量よりもむしろ下段の球

のプレート,アース間のインピーダン

スZpである.このZpが高いため,

そこに並列に等価的に入いるストレー

容量Cpが支配的になってしまう.

下段の球のZpは,下段に流れる信

号電流ilつまりRLの値によって支

配され,計算は復雑だが,籍9回にそ

の方法と実例を記載LTe.直観的には

CRのあるSRPPでRL-∞のとき,

Zpは下段の球の内部抵抗rpl (12AU7.

-4( 

12AU7 劔劔 �� �� �� �� ��Zp 

SRPP 劔劔 �� ��7ｲ� �� �� ��(良 

Ckナシ2 冓_/ �� �� �� ��漢. 

▲Iよ実測値 劔劔 �� �� �� �� ��30 
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<第9図8>　Zpの計算例と実測結果

Ckアリ

zFr.1 (上上l,1)
ei〟l

Cけシのときで,1をrpl′にする

I;1- (r｡1+ (1+pl) Rt.)
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