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雛　青　の　種　類

これは外部から戦域的にゆすぶられ

て,真空管の電極がうごま,プレート

電流の変化となって出力にあらわれる

もので,一種の真空管雑音です　マイ

クpホニック･ノイズとよばれていま

す.これがひどい真空管ではアンプの

まわりの音をマイクロホンのようにひ

ろってしまうのです.こんなクマを使

ったアンプはハウリングしやすくなり

ます.

これをふせぐには,電極構造のしっ

かりした,つまり耐質型の真空管を使

い,クッション･ソケットをさしたり,

シヤシを耐震構造にしたりします.

置徴的に縁る純音

マイクロホニック･ノイズのはかは,

みんな電気的原因によるものです(第

1豪).

この表の真空管雑音のなかにある放

射雑音というのは,カソードからの電

子のとびだしぐあいと,電子がプレー

トにゆくまでの不規則さで起るもの

で,雑音周波数はアンプの帯域全鮫に

わたって均一に分布し,いわゆるホワ

イト･ノイズといわれるものです.高

①B電源にふくされているリプルによるもの

③電源トランスの磁界の誘導によるもの

③ACラインCと一夕線や電源コード)誘導

④アース･ラインの不備不完全

(DAC点火によると一夕･ハム

(D回路都品の撰蝕不良によるもの

②抵抗器の熱じょう乱雑音

③ケミコンのリーケージ電流によるもの

④真空管から発生するもの

a.放射雛音

b.ブリッカ雑音

C.煎じょう乱雑苦

d.玉垣管の分配雑音

e.空間電街の影響によるもの

f.二次電子によるもの

g.傾城的原因のマイクロホニック効果

域雑音は大郭分こ

れです.

つざのフリッカ

雑音は,酸化被膜

カソードでおきる

現象で,カソード

Hi-Fiというからに

のカタギ(こして追求す

てる.といった場合に

の自体に原因する不規則な電子流のた

めといわれます.

その雑音出力は低周波ほど多くな

り,周波数の2乗に逆比例します.低

域のよくのびた特性のアンプでは,ハ

ムや高域雑音にくらべて,ケタ違いに

多く一番ヤッガイなシロモノです.フ

リブカ雑音のでかたは,なまえの通り

チラツ羊で,突発的なふらつきという

のがあたっているでしょう.

オシロでゼロ･ラインがプラプラと

突発的に上下するのかこれです.

ハイファイ･アンプで無視できない

超低域雑音が,このフリッカ雑音です.

勲じょう乱雑音は,抵麺で足るもの

とまったく性質が同じで,猛襲が上昇

すると大きくなります.散射雑音,熟

じょう乱雑音,分配雑音等の雑音出力

がかさなって,高域雑音になっている

わけです.

ノイズの大きさとは?

ある値の信号電圧と雑音電圧とを同

時に初段管グリッドに加えたのと同じ

である,とみることができます.

アンプの利得がわかっていて,雑音

出力の大きさがわかれば,これを利得
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第1表-プリアンプに起る雑音のいろいろ　　　　　　　　第2図一重的な画定をするにはオシロが必要
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ldB Hi-Fiプリアンプのノイズ対策

は,原音にふくまれてい加ヽ雑音籍は,それこそ目の仇,イヤ耳

べきです.本稿では,部品の故櫨はないのiこハムその他の雑音が

ついて｢ノイズ殺し｣のアノテコノラを考えてみましょう,

で割り初段管グリッド入力電圧に換算

してやれば,そのアンプの雑音レベル

の絶対値をあらわすことになるわけで

す.これがよく口にされる等価雑音入

力で,この電圧レベルをdB/V　にな

おして使います. dB/Vというのは,

I Vを基準にとって,これを･OdB/V

としたもので, 0.1Vは　-20dB/V,

10mVは　-40dB/Vです.

さて,初段管ダリッ印こ加えられる

第1図-チスターでハムをみる

信号電圧レベルも　dB/V　であらわせ

ば,雑音レベルとの差がSN比で,実

際に等価雑音入力よりもsN比のほう

をよく使います.というのは,信号の

大きさとくらべて雑音の大きさが無類

できればぺつにモンクはないのです.

普通50dB以上のSN比があれば合

棉, 60dB以上なら申し分なしとされ

第3図一三種管はリプルに弱い

NOV.　2005

ます.

このようなSNというものの性質か

らすぐにわかることは,絶対値の比較

なら,アンプのできのよしあしの比較

はできますが, SN比の値をくらべて

アンプのよしあしをあらわすとばかざ

らないということです.

それはアンプによって,入力信号の

大きさが違います.またSN比の測定

条件が違うと, SN比がおなじ値でも,

実際には大きな差があったりするから

です.

マグネチック･タイプのPUの出力

は10mV　もあって,雑音を問題にす

るアンプの入力としてはかなり大きい

ほうです.アンプの設計と製作に十分

注意すれば, ｢良妊｣とiされている50
i

dBのSN比をえるのは,それほどむ

ずかしいというほどのことはないと思

います.

15mV ( -40 dB/V)の信号レベルに

対して60dBのSN比をえるために

は,等価雑音入力を　-100dB/V,す

なわち10〟Ⅴぐらいにおさえなくては

ならないことになります.この10IeV

という値は, AC点火で配線にあらゆ

るテ盆つくしたときの,雑音レベルの

限界近い但なのです.

第4図一多極管でIFをかけると

百　瀬　了　介

はたしてノイズがへったか?

さて,ここではたして雑音がへった

かどうかを知る必要があります.

一番簡単なのが,スピーカの音によ

る方法です.スピーかこなるべく耳を

近づげで,音の大きさに対してほ厳格

なカライお点をつけるようツトめま

す･これで聞えなければ, SN比や等

価入力の値がたとえどのようなもので

あろうと,ぺつに問題にする必要はな

第6図一矢印のところは大リプル電流

いわけです.

全系統を通じ,入力なし,トーン･

コンペンゼータは高低音ともに最大,

ゲイン･コントロールをイッパイにあ

げた状態で,スピーカから30cmはな

れてなにも聞えなかったら,マア合格

と思っていいでしょう.スピーカのナ

カへ耳を入れて,アンプが働いている

第5図-フィルド形SPのハム
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第7図-Bの中央アースはキンモツ
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のかしらん?と首をかしげるような申

し分なしです.

禦1国のように,パワー筈の出力を

テスターかパルボルのAC最低レンジ

でみる方法があります.これは,大出

力のアンプほど,出力トランスの一次

インピーダンスの高いものはど検出し

やすくなります.パルス的な波形に対

してはわかりません　テスターの周波

数特性が高いほうでよくないので,高

域雑音もよくわかりません　しかし,

ハム柏手なら十分やくに立ちます.

高慰安,広帯域のオシロを使って検

出するのかいのです.残光性ブ/.)

ス管ならば理想的です.市販されてい

る75mmクラスのオシロでも結構で

すが,雑音観測にはゲインをもう少し

欲しく感じました. 1%近くまで低域

特性がのびていれば,ブリッカ雑音は

よくわかります.

第1因のテスターのところへオシロ

をつなぎます.

才シロを使った量的な測定法の一例

を第2回にあげます.ミリボルト･オ

ータくらいの既知電圧を加えたときに

波形がどのくらいの大きさとなるか

を,あらかじめはかっておき,そのま

まの状態で雑音出力を観測し,出力レ

ベルを割りだすのです.

第11図-RIAAイコライザ
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第8図-第7図の状態を回路図にかくと

諒2回の結線法で,スイッチを㊥に

だおしであるときに,テスト･アンプ

のゲインがわかり,才シロ波形の較正

ができます.スイッチを⑪にだおやは,

オシロ面上に雑音出力があらわれ,こ

の出力レベルをアンプのゲインで割れ

ば等価雑音入力レベルがわかります.

趨低域雑音と高域雑音の出力波形は,

ちょうどホノ才のように,一定のかた

く第9図-上〉　　　く第10図一下〉

ちはとりません　瞬間閥で大きさと

かたちが変るものですから,残光性の

ブラウン管で最大振幅を読むようにし

なければなりません

ノ　イ　ズを殺せ!!

小出カマグネチックPU用プリアン

プやテープ･レコーダ用プリアンプの

特別こったことをしてないもので,ヒ

一夕をAC点火してあるときには,ら

んといってもヒ一夕･ハム,電磁的篇

合による誘導ハム,静電結合によるハ

ム,アース関係の不完全から生ずるハ

A,などのハム群が雑音の大部分です.

この雑音対策はハムたいじが主という

ことになります.

増幅部各所にローカル･フィードバ

ククをかけたときは,出力インピーダ

ンスがさがるので静電結合ハムをひき

にくくなり,また大部分の内部雑管は

NFのおかげでそうとう小さくなりま

す.しかし,アンプの帯域も広がるの

で高域雑音を通しやすくなり,超低域

雑音も目立ちます.

雑音を拾っているところが終段に近

いほど,比較的簡単な対策でかたづく

ことが多いものですが,発生箇所が初

段膏･次段管の近所で蕩所や原因がど

うもはっきりしないというようなと

き,あるいはその対策では効果があま

りないという場合,そのときには回路

や部品にこだわらず,いさざよくあき

らめて全都をバラし,シヤシをべつの

忙しで組直しをすることを筆者はおす

ずめします.

せっかく作り上げだのにムゴイいい

方とは思いますが,わたしだったらそ-

うします.そうして,回路そのものを

雑音的見地から検討し直し,部品の配

置や配線法に注意事項を守りながら新

しく作るのです.

新しくアンプを作るときの雑音対策

をひとくらでいえば,周到な配慮のも

とに,あらゆる雑音防止策をチッデイ

的はやることです.

どうやってハムを

コ　ロ　すか?

まずメイン･アンプが問題だ

少しまえはよくメイン･アンプ部と

電源部のシャンをわけだものが多かっ

たるのです.この組み方では, 1点ア

ースを励行すれば,ハムその他の雑音

の心記はぜんぜん不要でした.最近の

ようなトライアンプ方式では,メイ

ラ　ジオ技術



12AX7 妊95�竊ﾆﾂ絛b����95�ｸ,ﾈ,h*ｲ�

プリツカ雑音 �6�8�ﾈﾘ(刺艀將�llV点火のハム ��%i5��,ﾈ6�8��

≡ナショナルNo.1 …ゴールデン.シリーズNo.2 �'�h6s��FD"�����貌bふ���D"���多少の差はあるが ごくわずかで判別 不能. 田R�5��gbr�6｣�罐FFD"ﾂwgbﾂx�9�旭ﾓVt$&ﾈ�cｲ�

…マツダ Hi-Fi用低雑音管 �#C(uｂﾓ��FD(�ｲ���湯綉dUh6s����VD$秒��19ftV(-94.5dB/V) 

≡シルバ二ア普通品 亦絅滅bふ��vD"���免ﾂ綛�ｦ･bふ当D"���22.5fjV(-93dB/V) 

…NEC12AD7 ��50IjVl-86dB/V) 辻�- 

6AU6 ��3R絋i5��,ﾈ,h*ｶﾂ�又�#ei5��,ﾈ,h*ｲ�

フリツカ雑音 ��ﾈ�(8��ブリツカ雑音iハム 

…ナショナル普通品 鍍ﾆﾅbふ��6D"���6.3LLV(-104dB/V) ���ﾄﾅbふ���D"�箔b�4ﾄ秒ふ��FD"���

≡ゴールデン.シリーズ 度*ﾘ*ﾘuｂﾓ��6D"���1.3′`Ⅴ(-115dB/V) ���ｧEbふ���D"���2.7〟Vト11.4dB/V) 

…6AU6㊤N｡_1 砺fUbふ��6D"���7∠`Ⅴ(-103dB/V) 砺fﾅbふ��6D"���3.6FIV(-109dB′Ⅴー 

…6AU6㊥No.2 典幽uｂﾓ���D"���2.7′`Ⅴ(-ll.4dB/V) 展�bふ��fD"���5.4LLV(-log.3dBVI 

…6AU6㊤No.3 敵Fﾅbふ���"���4.5flV(-107dB/V) 擢gEbふ���D"���4.5〟Ⅴ(-107dB/V) 

マ　ツ　ダ　低雑音管　i 7I･Ⅴ(-103 dB/V) i 2.7i`Ⅴ(-111.4dBV) ii 7i`Ⅴ(-103 dB/V)

テ譜こ栽蒜護器
者製作のものです. 6AU6を測定し

たほうは, AC点火を前提として作

ったものなので, 6AU6はAC点火

の湯合だけとなりました.12AX7月

のプリアンプはm点火であり,回

路･製作ともにそのつもりで配厳し

であるので, AC点火の対策はして

ないわけです. 12AX7の2つのヒ

一夕は直列点火で,ヒ一夕配線は,

く12AD7から発生したハム波形〉

2本のリードを平行にシャシのすみを

はわせ,初段管第4ビンからアースに

落してあるだけのものです.電源100

V　を110V　のタップに入れたときに

DCll.5Vがかかります.

AC点火での測定は,配線に変更は

加えず, DCのかわりにllV弱のAC

をかけただけで,約15%の低圧点火

になります. 12AX7には少々気のど

くですが,それでもタマの比較にはな

ると思いました.電涼100Vを110V

用のタップに入れたときは,ヒ一夕電

圧が12V　となり(B電圧もあがる),

これでも正規の12.6Vよりは5%の

低圧点火になります.

測定結果は表の通りです.注意を要

霊器孟写諾器器芋窪害
いということです.本文でものべた通

ら.筏測定管が筏測定アンプに用いら

2.7llV(- 111.4dB V)

れた易合に,たまたま表のような雑

音を発生したというに過ぎないので

す.同一メーカーの同一品程にも大

きなバラツ羊がありますから, 1本

や2本抜きとってその結果から,そ

の品種のよしあしをきめるのは当り

ません.

ところで, 12AD7はNECから

発売された12AX7相当の低雑音管

でありまずが,本測定に当ったタマ

は,ひどい結果がでています. DC

点火のときでも,図のような波形の

50LLV Cピーク値)ものハムが発生

し,電源電圧を正規にすると,出力

はさらに急増しました.もちろんA

C点火のときにはぜんぜんひどくて

比較にもならないほどでした.おそ

らくこのタマだけのことでしょう

那, NECのはうに原因をしらべて

いただきたいと思います. (百瀬)

ン･アンプの配置･配線法がプリアン

プ部に影響して,無関係ではありえま

せん.プリアンプのハムをウンヌンす

るからには,メイン･アンプのハムレ

スが先決問題です.

動作状態にあるあらゆる真空管は多

かれ少なかれ雑音を発生し,そのヒ一

夕が交流点ならかなりのヒ一夕･ハム

があるものです.メイン･アンプでは

信号力撥音にくらペてバク大といえる

ほどですねら, SN比は問題とならな

いはずです.

NOV　2005

もしハムがそうとうでだとすれば,

回路上のミスとは考えられません　原

因のほとんどがB電源と思われます.

①　三極纏のように内部接抗rpの

低いパワー管では, B電源がオソマツ

でリプルがあるとハムがふえる. rpの

大きな多種管でも,出力トランスの一

次側からのNFをかけたときには,実

効的にroが減少したのと同じで,や

はりハムは増大する(第3, 4回).

②　フィールド･エキサイト形　ス

ピーカ使用では,エキサイト電流にリ

プルがあると, B電源にリプルがある

のと同じことになり, ①の注意が当

てはまります.第5回のようにフィー

ルド･コイルとボイス･コイルとはト

ランスといえます.エキサイト電流の

リプルはボイス･コイルにったえられ,

出力トランスを通り, n倍に増大して

一次側にあらわれるからです. rpが低

いほどハム音は大きくなります.

③　重源トランス　出力トランス,

フィルタ･チョークなどのコアの軸は

直角になるように配置して,電磁結合
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第23図-プリアンプとメインの接続

第24図一第23図を全体図にすると　+

要です.

①　アース母線には思い切って太い

ものを使用し,初段管ソケットのとめ

ネジのところでシヤシに落すのがいい

と思います.'このときベラベラの卵ラ

グ等は使わず,しっかりしたラグを使

い,ネジ止めの場合は第21図のように

ロック･ワッシャを用いて厳重にとめ

ます.ここにペーストが流れ込むのは

感心しません.

まえもって半田メッキをして,ペー

ストをふきとってしまってからネジど

め毒します.シヤシの塗料をはぎとっ

ておくのもはちろんです.

②　初段管にかきらず,どこのタマ

でもアースへおとす線は,各球ごとに

できるだけアース母線の1点にまとめ

ます(第22図参照).はなれている部品

のアースはちょっとウカツになりがら

のものですから.

どのタマのナウバリかをま　く　しら

ペ,そのタマのアース点まで太い線で

アースをひっぼってきます.

③　シールド綾は絶縁ヒフクをかぶ

せたものを使って,シールドがシヤシ

にふれないようにしておき,次段のタ

マのアース点でアースします.

④　信号に関係している部品,たと

えばグリiッド･リーク,プレート抵抗,

話合コンデンサなどのホット側のリー

ドはできる溜ナ短く切って使います.

ですから,ソケットのむきは回路と部

品の大きさをにらみあわせながらきめ

なければなりまやん.実物大の実体配

置図をかいてきめるのはなかなか有効

です.

⑤　ハムの大部分がAC点火に原因
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していますから)まかりなりにも　DC

点火にすれば,ハム･レベルははっき

りとひくくなります.

⑥　五極筈のスクリーン･バイパス

は,そうとう大きいものを使わないと,

意外に大きいハムになやまされること

があります.

⑦　プリアンプのシャシをべつにし

たとき回路図は第23回のようにかきま

すが,ほんとうにこのまま配線してし

まうと(憲24回),すごいハムがでま

す.これはシールド線と電源ケーブル

の両方でアース線のループができてし

まうためで,こんなときにはプリアン

プ側のアース線をとってしまいます.

のこったのはブリッカたいじ

ハム･レベルがそうとうひくくなっ

て,不窺則雑音レベルとおなじぐらい

か'もっとさがててしまうと'こんど

は不規則雑音が問題になります.

このときの雑音レベルは10ilV C-

100dB/V)ぐらいのもものです.ここ

まできた荊ナでもノイズ対範として

は,一応の成功といえましょう.

また,不規則雑音の

大部分が真空管雑音で

そのなかでもとくに問

題になるのかフリッカ

雑音ですから,初段管

そのものが結果を大き

く左右し,回路部品を

いじっても,その効果

は大してないのです.

不規則雑音に対する

注意事項をかアてみま

しょう.

①　真空管雑音の大部分はプレート

電流ipに此倒します.しかし,どう

すればよくなると簡単にいいきれませ

ん　それは, Ipを減らすためにB電圧

をさげろのはひずみの点でまずく,プ

レート負荷塑茄を大きくするのは壁掠

雑音がふえでしまいます.のころとこ

ろは,カソード蛮抗を大きくしてバイ

アスを深くしてみます.

②　ケミコンには不窺則なパルス的

のリーケージ電流があります.初段管

用デカプljングのケミコンには, 2pF

ぐらいのオイルコン壱バラにつけて,

不親則雑音をバイパスさせます.

③　抵抗体はそれ自体が,雑音を発

生します(煎じょう乱雑普).そして電

流が流れているとかなりハイ･レベル

の雑音を発生するものです.初段苦言

わいこは2W形のカーボン皮膜のもの

がいいでしょう.

④　高域雑音の多い少ないは,材料

できまるといわれます.絶縁材料や高

抵抗にはペーストはムロンのこと,手

のアブラ,塩分やそのはかのよこれが

つくのも気をつけるべきです. (以上)
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第22図-ワンポイント･アース
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