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サンスイAU-111のイコライ

ザ･アンプ

今回は, 1965年に発売されたサン

スイのプリ～メイン･アンプAU

lllのイコライザ･アンプ部をシミ

ュレーションします.

このEQアンプは,初段にトラン

ジスタ, 2段目に12AX7を用いた

ハイブリッド構成です()).トランン

スタはソニーの2SC402ですが,

SIMetrix評価版のライブラリに2

SC402がないので,シミュレーショ

ン回薗(第1図)は,ほぼ同等の特

性のトランジスタBC546Bに置

き換えています.

第1表に2SC402の主要特性

を,第2表にBC546Bのデバイ

ス･モデルを示します.すぐ気づか

れるように, 2SC402の直流電流増

幅率hFEは90ty｡です.一万,

BC 546 Bの順方向電流増幅率BF

は480どなっています. AU-111に

使用される2SC402はhFEの高い

もの力漣弱りされているはずなので,

hFEが90ということはないでしょ

ラ.多分200種皮はあるだろうと思

います.

model BC5468 npn ( IS=7. 59E-15 V伸二73. 4 BF=480 IKF=0･ 0962 NE-1･ 2665

ISB=3. 278E-15 IKR=0. 03 ISC=2. 00E-13 NC=1. 2 NR=l DR=5 RCこ0. 25 CJC二6 33E12

FC=0. 5 MJC=0 33 VJC=0. 65 CJE=1. 25電工l MJE=0, 55 VJE=0. 65 TF三4 26E-10

ITFニ0 6 VTF=3 XTF=20 RB=100 IRB=0. 0001 RBM=10 RE-0. 5 TR=1 50E-07)

▲〈第2表)

BC546Bの

デバイス･モデル
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項目 ��

50V 

コレクタ包.流Ic ����ﾔ��

コレクタ損失Pc ����ﾕr�

接合温度Tj ��#����

直流電流増憎率h擢 涛��

Ilo 

140MHz 

2.5oF 

8005 

〈第1表〉 2SC402の定格

NFBは, 12AX7のプレートに

接続されたC5の後から初段エミ

ッタに戻されています.

(1)動作点

初段トランジスタのコレクターベ
ース間に接続されたRlは,トラン

ジスタの動作点を安定化するもの

です.シミュレーションのコレクタ

直流電圧は2.2124Vとなってい

ます. 2段目のプレート電圧は

90.8335Vとシミュレーションさ

2Me 5篭王R490.833軸 ｢∴二二二-: R3 忠�c�餝��7hﾋH��р��ﾈ,ﾓ%43C�"�,r�ﾙ¥鞆xﾇh螽,ﾈ5h7�8ﾈ�ｸ5h8x98��р�ｷE$���<��ｸ��р�茶�ｳX�3�Сﾓb白����2｣3���Rﾓb梯��ｵ2｣sTRﾓb��

=LAP5LAP4 R18R19 十 一二LAP6 12-0 
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(第2図〉第1図の回路のRIAA偏差

れました. 12AX7はKoren氏の

モデルです.ちなみに中林歩氏のモ

デルを用いたときのプレート電圧は

77.9509 Vです.原回路図に記載の

プレート電圧は78Vで,中林氏の

モデルは非常によく合っています.

(2)疑問のあるRIAA偏差

Koren氏の12 AX 7モデルを用

いたときのRIAA偏差のシミュレ

ーション結果を第2図に示します.

(第4図〉マルチステップ噺の設定

僚3図〉AC解析の設定ダイアロ･･･]をクl)ックし,現れたダイアロ

m'霊-',i'sfe,xB?+E.A?,I;e　グボックスでAC解析を選択し,

する　　　　　　ACタブをクリックし,そして第3

lkHzのゲインは40.4dBで

す.すぐわかるように, 100Hz以下

の周波数特性が大きく落ちていま

す.20Hzのゲインは36.8dBで

1 kHzに対し-3.6dB低下してい

ます. 40年前のアンプとはいえ,局

波数特性に問題あり,でしょう.原

因を探ってみましょず.

まず考えたことはトランジスタの

hFEです. hFEを90-480までステ

i KBF=:? � �� 峯�?�6ﾒ�

旧 ��i/≡ � ��

..I �� � ��

.I �� � ��
I,0.0. �.�#�ﾂ��v免��仆3(ｻ8�ﾆｲ�↓‥調.請. 

I76

図のようにEnable multi-stepを

チェックします.それから右横の

[De五ne-]ボタンをクリックしま

す.第4図のダイアログボックスが

現れるので,図のように設定します.

すなわち,

Sweep mode : Model Parameter

Model name: BC 546 B

Parameter name : BF

start value : 90

stop value: 480

ツフ変化させ,周波数特　Numberofsteps: 4

性を採ってみましょう.　オプション･ボタン: Linear

回路図ウインドウのメニ　　設定がすみましたら[OK]ボタン

ユーから[Simulaton　　をクリックして第3図のダイアログ

- [choose Analysis　ボックスに戻り, [Run嘉タンをク
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Rl　　　　　　　　　彫)

〈第14図〉 RIAA偏差が0となる素子定数のアンプ

一m,2S.,A-9- �641㈱k S&' R10 ��3�貳ﾂ�ﾟﾃ#��,hv���b�,ﾂ�

g /､8誇46日∞Re Ql ∴ヽ 倅��

250p-865.949p i �2ﾙ|r�#�3����B�

06C7 

f畜R6 
i　301 1 15k　　4 76389NCg

kHzの偏差は0.0000089 dB以下

です.

第14図の回路においてA0-

4540, fc-2.62kHz, AlkHz-

112としましたが,これらの値はじ

つは第10図の回路のオープン･ル

ープ･ゲイン,オープン･ループ･

カットオフ周波数, lkHzのクロー

ズド･ループ･ゲインです.したが

って第10図の回路定数を第16図

のように変更すればよいわけです.

第16図の回路のRIAA偏差を

第17図に示します.第12図と比べ

特性がフラットになりました.

αh �#B��#�C���i 釘��� ��t �ｦ6ﾖﾂ�

周波敬川Z]

(第15図〉第14図回路のRIAA偏差

a �� �� �� 

2 ��eO90l 坊��笂C��ﾂ�一子●∴ 傍��ﾈ;�+V��

周波数[HzI

しか　　は0.02dBに収まっています.

し3 Hz付近のピークはむしろ増え　　◆弓旧文献

ています.このピークはC3, C4,

C 5の位相回転に起因します.

そこで帰還信号をC5の手前か

ら取り出し,またC3, C4, C5の

値を変更してみました.最終回路を

第18図に示します.第18図の回路

のRIAA偏差を第19図に示しま

す. 20 Hz～20 kHzのRIAA偏差

(第19図〉ト

第18図回路のRIAA偏差

ると, 100 Hz～100kHzの周波数　　220､

〈第18回〉
301115k　47(美田Mig　12AZ7のプレートから直接yFBをかける.

C 3-0.4714　C 4=470Ib C 5-0.05Idこ変更

JAN. 2005

(1) ｢アンプ部品活用マニュアルBIJ p.

229,㈱ラジオ技術社, 1981年

(2)拙著｢基礎トランジスタ･アンプ設計

法｣ p 69,㈱ラジオ技術吐, 1989年.

(3)上掲書, p.81

012月号証m

p.151, 1段目下から5行目｢ひずみが

1%になる出力｣の前に｢第14図のシュミ

ュレーションでは｣を挿入します.
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