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6 GB 8パワー･アンプの思い

出

いままでいくつもの6GB8PP

アンプを見ましたが,とりわけ高校

生のとき,神戸国際会館ホールのミ

キサー･ルームで見た6GB8パラ

レルPPアンプは印象的でした.高

校生の身分でホールのミキサー･ル

ームに入れたのは,例年ここで行う

高校の文化祭の録音を学校放送部が

担っていたからです.

3年生のとき(1964年)の神戸国際

会館ホールの出来事は,いまでも鮮

明は憶えています.高校の合唱部と

大阪フィルハーモニー交響楽団の合

同演奏会が催されたのです.曲はい

わずと知れた｢第九｣で,指揮は大

阪フィルを統率され,高校のPTA

会長もされておられた朝比奈隆氏で

す.

合同演奏会の実施が決まるや,全

校あげて合唱の特訓が始まりまし

輿.高山忠雄校長の熱の入れようは

尋常ではなく,合唱に参加する生徒

は昼休みにドイツ語の発音訓陳を受

けねばなりません.歌唱指導は音楽

教諭の柳歳-先生が当たられまし

輿.柳先生は東京音楽学校(現芸大)

の出身1, 1年上に藤山｢点眼がお
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られます.藤山氏とおなじように柳

先生も｢音楽学校の在学中に,さま

ざまな歌手名で流行歌をレコードに

吹き込んだ｣といっておられました.

昭和8年の大ヒット｢片瀬波｣を歌

う松山時夫は,紛れもない若き日の

柳歳-先生です.

私が柳先生の授業を受けたとき,

先生は齢五十の峠を越えておられま

したが,バスの最低音部からソプラ

ノの最高音部までカバーする声を保

っておられました.

柳先生は合唱の録音にはなはだし

くご執心?,数日おきに録音依頼を

されます,放送部の技術係は全員オ

ーディオ･マニアで,録音は嫌では

ないのですが,なにぶん練習時間が

長いので(つまるところ受験勉強の時

間が減るので),たいていの部員は気

乗り薄でした.

そこで,勉学とは無縁の劣等生,

つまり私に録音の仕事が回ってくる

のでした.誤解のないよう申します

が,私は進んで録音を引き受けまし

た.生の音に接するのは無上の喜び

だったからです.合唱部はもとより,

吹奏楽部,オーケストラ部,エレク

トーン同好会などから録音の依頼が

あれば　おっとり刀で駆けつけたも

のです.

そして,神戸国際会館ホールのミ

キサー･ルームで,朝上蜂洗生の振

る｢第九｣の録音を担当するという

望外の幸せを享受させていただきま

した.

話を戻しましょう.神戸国際会館

ホールの6GB8パラレルPPアン

プを通った音は,明らかに他のホー

ルのPAの音と違いました.一言で

いえば高域がまったく出ていない

と錯覚するほど柔らかな,ふわっと

した音色でした.それがアンプによ

るものか,スピーカによるものか,

ホールの音響特性の賜物かは, 1995

年の阪神淡路大震災でホールが建て

替えられたいまでは,確かめるすべ

もありません.

出力段の設計

(1) 6GB8のプレート特性

前号で紹介させていただいたCQ

出版社発行の｢電子回路シミュレー

タSIMetrix/SIMPLISスペシャ

ルパック｣ (大書店の店頭販売および

amazon.comなどのネット販売)には,

中林歩氏の作成された105種類の

超高精度真空管モデルがあります.

まずは,その6GB8モデルを用い,

プレート特性をシミュレーションし

ましょう.

DC解析をするので,第1図の回

路図を作成します. DC解析結果を

第2図に示します.スクリーン･グ
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〈第3図)初段オペアンプによる50W出力ハイブリッド型6GB8PPの回路図

電流増幅率

VBE:2SC2705のベース･エミッタ

間電圧

ll-4mA,飾1-僻2-0.994

VBE-0.6

を(10-144)式に代入すると,

V8--22.84V

となります.

6BG8のカソードには, -5V

のバイアス電圧を与えます.これは,

OPA 2350の負電源電圧が-2.5 V

のため,大きな負の信号をE肋口して

も2SAl145の/コレクタ電圧を

-1.9V以上にできず,したがって,

6GB8のグリッド電圧をOVまで

振ることができないためです. 6

GB8のカソードに-5Vを印加す

ると,グリッド･カソード間電圧を

+2.5Vまで振ることができ, AB2

動作になります.

なお,無信号時のグリッド･カソ

F 2008 m

F 2011 In°

F-2012 in°

F･2020.mc

F-2021 nc

P-476 mo

F-483 mc

F485mc

F･48c me

P 682 nc

F 683 mc

F 684 mc

F-685 -nC

F-781 In°

F 782 1nc

ど 783 In°

タムラ製作所ロー2003 (SE 3 6k8)

タムラ製作所P-2011(PP84k8)

タムラ製作所F2012(PP25k8)

タムラ製作所F-2020 (PP 3 6k 8)

タムラ製作所F-2021 Op 6k 8)

タムラ製作所P･475 (SE 5 25k 8)

タムラ製作所F-483 0p Bk8)

タムラ製作所ロー485 (PP 8k 8)

タムラ製作所F･486 Gp IOk8)

タムラ製作所P-682 Op 3 5k 8)

タムラ製作所F683(PP526と8)

タムラ製作所F684Op66ks)

タムラ製作所P-685 Op 8k=8)

タムラ製作所F･7810P25k8)

タムラ製作所F-782 Op 4k8)

タムラ製作所F783Op525k8)

P2021 mc

F202 1ULKP mc

FE IO8mo

F8-26 8_8 mc

FE･25 8｣IlKF In°

Om･10P-ak lnc

ToeL7h 8 L8k mc

T∞し7k 8し5k mc

T能1_7k 8 ｣7k mc

r001_7k 8 m_8k lnC

ToeIJk 8 A_5k lnC

ToeL7k 8 m-7k In°

ToeL7k 8 8_3kmc

ToeL7k 8 8_5k mc

ToeL7k 8 a_7k In°

タムラ製作所F 20210P6k8)

タムラ製作所P-2021 (PP 5k 4,16)

uLタップ付参考モデル

アイエスオー(TANGO) FE･10･8 (PP 8k 16)

アイエスオー(mNGO) FE 25-8 (PP 8k 8)

同Opsk4,16)ULタップ付参考モデル

東栄疫成綜OP7-lop 8k (PP 8k 8)

東栄変成器T･12007と3kタップQE3k8)

東栄変成続T-12007k5kタップ(SE6h8)

東栄変成続T12007k7kタップ(SE7k8)

東栄変成器T8507kakタップ侮ESl的)

東栄変成器で8501kekタップGE5kこ8)

京菜変成器で8507k7kタップGE7k8)

東栄変成鶉T-6007k3kタップ㊧E3k8)

東栄変成器で8007ke】くタップ悔E6II8)

東栄変成器で6007k7kタップ(SE7lt8)

(第1表)スペシャルパックに含まれている中林歩氏作成の出力トランス･モデル

ード間電圧は, (10-144)式の値に

+5Vを加えた値,すなわち

-17.84Vとなります.

(4) OPA2350のサブサーキッ

ト･モデルをつくる

SIMetrix/SIMPLISスぺシャ

(第2表) OPA 350/OPA 2350の主要特性
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ルパックにはOPA 350の純正デバ

イス･モデルがあります.ただし,

このモデルは回路規模が大きいの

で真空管モデルやトランス･モデ

ルと組み合わせると,シミュレータ

回路規模制限を越えてしまいます.

ら �� �� �� 
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〈第4図〉オープン･ループ･ゲインのポーデ線図(データ･シートより)
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周波数[Hz〕

〈第10図〉第3図のアンプの周波数特性

ate Netlist as Subcircuit]をクリ

ックします.サブサーキット名を入

力するダイアログボックスが開くの

で第8図のように, OPA2350と

書き込み, [OK]ボタンをクリック

します,すると,第9図のダイアロ

グボックスが現われます.端子名が

上から順に,

INP, INN, VSP, VSN, OUT

と並んでいるはずです.もし順序が

1 0脚k
>
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1 �� �� �� �� � � �� �� 

i � �� �� � �� � �� 

-1 �� � �� �� � �� �� �� 

33 �#2�4 �� �2� �� �� �� 釘�64 唐�5 3 澱���ｳ�� 鼎B�津"�4 釘�

違っていましたら,順序を変えるべ

き端子を選択し,右横のアップボタ

ン†またはダウンボタン｣を適当な

回数だけクリックして第9図の順序

にします.正しい順序になったなら

ば[OK]ボタンをクリックします.

すると, OPA2350. modというデ

バイス･モデル･ファイル(第3表)

が回路図のあるフォルダに生成され

ます.
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く第11図〉出力35 4Wのときの出力電臣波形

田原5]デバイス･モデル･フ

ァイルOPA2350. modと5端子

オペアンプのシンボルを2004年7

月号p. 149-150に記した方法で結

合します.

第3図のアンプのシミュレー

ション

第3図のOPA2350は上記の自

作モデルです.それでは第3図のア

ンプをシミュレーションしましょ

う. AC解析結果を第10図に示しま

す. lkHzの帰還量は14.75dBで

す力㌦ 160 kHz以上では軽微な正帰

還になっています.第3回のアンプ

の位相補償は微分型のみですが,実

際のアンプは積分型位相補償を加え

た方がよいかもしれません.

片ピーク振幅-1.88Vのl kHz

サイン波を入力したときの出力電圧

波形を,第11回に示します.出力ば

53.4Wです.

片ピーク振幅-1.414Vのl

kHzサイン波を入力したときの出

力電圧のフーリエ解析結果を第12

図に示します.第3調波ひずみ率は

0. 12%です.
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