
前回,大変難しいところを勉強し

ましたが,今回はラジオ技術全書12

巻および｢プッシュプル(以下PP)

アンプ･シリーズ(5)6BQ5AB,級

PPの研究(1960年10号に発表)を参

考にして, 6BQ5AB2級PPの設

計を進めていきたいと思います.

AB2級PPを設計するのになぜ

ABl級PPを参考にするのか,と疑

問を抱かれる向きもありましょう

那, A級～B級までの基本はほとん

どこの言辞に盛り込まれています.

前回,この言醇の紹介は省略する

ようなことを書きましたが,基礎的

なことから始めるため,あえて｢PP

アンプ･シリーズ｣の要約を述べて

みたいと思います.

6BQ5AB,級PPの設計法

1.出力部の計算

6 BQ 5の最大規格は第1表のと

おりで;そのEト調曲線は第2図に

示すとおりである.

とあります,第1表の最大規格ば

ともかく,第2図の特旺曲線には,

いろんな値のロード･ラインが引か

れ, Eb部分が重なり合い,解読不能

なので, 8knのロード･ラインを引

いたものに作り替えました.

言蒔事の中に最大出力P Om｡X,無信

号時(バイアス電圧Ec1--13.5V)の

プレート電流Ib最大出力時のプレ

6BQ5 俐Y�Xｴｸｦ��

プレート電圧(co) 俐Y�S33�fF2�

プレート電圧 俐Y�S3��b�2�

プレート旗失(co) 俐Y�S�%r�

第2グリッド電圧(CO) 俐Y�SSS�fF2�

第2グリッド電圧 俐Y�S3��fF2�

第2グリッド損失 俐Y�S%r�

尖塔第2グリッド損失 俐Y�SEr�

第1グリッド電圧 俐Y�Rﾓ���fF2�

第1グリッド電圧 ��

カソード電流 俐Y�Sc3����F2�

第1グリッド抵抗 俾侘�6�484�5緯Y�Vﾄﾕ��

第1グリッド抵抗 侘Y.�6�484�5��ﾃ4ﾕ��

ヒ一夕.カソード問電圧 俐Y�S���fF2�

ヒ一夕.カソード問抵抗 俐Y�S#�ｵ��
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開

く第1図〉 6BQ5ABl級PPの回路図

-ト電流の平均値(直流分)mm｡X,そ　　第2図の下部に計算式とその結果を

のときのプレート損失Ppm｡X,スク　　付しておきました.

リーン･グリッド損失Psgmax,とお　　なお,スクリーン･グリッドの損

いて計算されていますが,文中にこ　　矢は第3図の6BQ5AB,級PP

の計算式を入れるのは大変なので,　　の動作常陸から引用されています.
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これによりますと,スクリーン･グ

リッド電流は最大出力の増加に伴

い,飛彊的に増えることが図によっ

て良くわかると思います.それにと

もないスクリーン･グリッド損失も

増加し,第1図に示す標準的回路の

アンプでも最大出力付近では走路を

超えています.しかし,最大出力付

近でアンプを運用することはきわめ

て少なく,尖頑健4Wを超えていな

いので,さほど問題にする事はない

と書かれています.

2.多極管の最適負荷抵抗

3極管アンプに最適負荷圃抗があ

ったと同じように,多極管アンプに

も最適負荷園充がある.しかも,そ

の負荷抵抗は3極管と比較して若干

狭くなるのが普通で,とくに肩特性

の良いビーム管ではこの傾向が顕著

である.しかし反面,特性曲線から

計算した最適負荷抵抗(最大出力とな

る負荷抵抗)那,電源の電圧変動率な

どによって大層に変わることは少な

いように思う.ただここで注意しな

ければならないのは,メーカーの動

作例はある特定条件(例えば一定電

圧,無帰還,歪み撃に制限を加えるなど)

のもとでの計算値で,比をそのまま

現実のNFアンプに適用できない

こともある.

実際に製作し調整した場合と異な

る結果が出ることがあるが,計算で

はグリッド電位OVまで振れるご

とを前提に出力を算出しているが,

実際上特殊な場合を除いてグリッド

電流が流れるため計算上の数値より

若干少ないと考えるべきである.さ

らに,この計算法では無帰還を前提

としているので,奇数次高話波の位

相が基本波と逆の場合実測してみる

と設計値より低く出ることもある.

以上のように,メーカー発表の動

作例は一定電圧,無帰還のときひず

ラ　ジオ技術
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や.さきほど紹介した負帰還理論を

基に,完全否定する記事かのいずれ

がであったような気がします.

蛇足ながら, PPシリーズ(7)で書

かれた逆UL接続について述べた

いと思います.この項では先生は実

験した結果,出力は額面どうりには
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いかず,スクリーン損失のみが増え

るだけのまったく意味のないものと

切り捨てられておられます.

出力の増えるULアンプとして

発表されたのは,ウルトラリニア･

アンプとして本誌に紹介された

1952年4月号より少し後に発表さ

れたものと思います.私はこの言辞

を見て,いささか妖しげな気がし,

無視していましたが,武末先生の

PPシリーズ(7膚醇を読んで,試験

せずに良かっだと,胸をなで下ろし

たことを思い出しました.十分な実

験行なわれたのかうかがいたいもの

です.

6BQ5AB2級PPアンプの

設計

さて,だいぶ寄り道しましたので

本題に立ち返り, 6BQ5AB2級

PPの設計に入りたいと思います.

前回にも述べましたが甚だ漠然とし

た理由でスクリーン損失が少なくな

るUL接続を採用せず,スクリー

ン･グリッド電圧を下げることで損

失の問題から逃れようとあがき,図

上計算を何回もやり直し, 2週間ほ

ど無駄に過ごしてしまいました.鰭

局Esg 300 VのEHb曲線は使え

ないことがわかり, Esg250Vの

Eb-Ib曲線に切り替えドゥヤラ見込

みのありそうな計算ができました.

しかし, Esg250Vという簡易定電

圧電源は適当なツェナ一･ダイオー

ドが手は入らないので120Vのツ

ェナ一･ダイオードを2本直列にす

ることで解決しました.そのため

Esgは240Vになりますので,計算

値より出力が低下する物と考えます

がAB2級PPを採用することでな

んとか20Wを超える出力が得ら

れるような気がします.

第8図にEb-340 V, Esg-250

Vに設定したときの出力計算図を

掲げます(スクリーン･グリッド損失は

Es告, 250の動作特性には10Wまでし

がなく算出できませんでした).

第9図に予定回路図,第10図に

配置図(決定図)を掲げます.

次回このアンプが成功するか,第

2 SG損失の問題が解決せず, UL接
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