
真空管アンプと半導体アンプを比較

スピ臆力」の特性を左右する
バワ臆アンプの出力インピ臆ダンス

真空管アンプの駆動特性

手許にあった森川忠勇氏設計の

KT88プッシュプルアンプ（タイ

トル写真）を実験台にしましだ

このアンプ固有の特性を調べるの

が目的ではなく，あくまで私の実

験室における真空管アンプの代表

としての登場です．

このアンプには，4，8，160の

出力端子が用意されています．一

般に真空管アンプは出力が限られ

るので，スピーカーの負荷インピ

ーダンスに合わせて出力インピー

ダンスを合わせて結線します．イ

ンピーダンスマッチングによって

電力伝送効率を最大化できるから

です．しかし，ハイファイ再生の

ためには必ずしも出力端子のQ数

出力インピーダンス

がアンプの出力インピーダンスと

いうわけではありません．

アンプの出力インピーダンスは

次のように測定します．

アンプへ正弦波を入力し，出力

端子に負荷抵抗R，を接続し，両端

にⅥの電圧（実効値）が観測され

たとします．次に，入力はそのま

まで負荷抵抗を鬼に変更したとき

の電圧を椀とします．すると内部

損失，つまりインピーダンスは次

式で表されます．

Z＝

（Ⅵ一晩）・Rl・廠

Rl・lh－tk・14
（式1）

この場合，負荷抵抗をRlと脚こ

変えていますが，片方を開放にし

ても構いません．しかし大きな入

力を与えた場合など問題があるの

負荷インピーダンス
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［図11真空管アンプ駆動特性測定結線図

で，一般式としてこのようにしま

した．

一般にアンプの周波数特性は超

高域と超低域でゲインが落ちます

が　その他のほとんどの領域では

フラットなので，位相変化も同様

に上下を除いて0。です．式1の計

算では，ある周波数のインピーダ

ンスしかわかりませんが超高域

と超低域を除けば　ほ一曲戒で同

じと考えてよいでしょう．ちなみ

にこのアンプの100Hzでのインピ

ーダンスを測定すると，次のよう

になりました．

40端子：2．15Q

8Q端子：4．180

16〔1端子：7．640

以上からダンピングファクター

DFは，8Q出力端子に公称8〔】イ

ンピーダンスのスピーカードライ

バーを接続した場合，おおむね2

となります．

測定方法

今回の実験におけるアンプの

「インピーダンスー周波数常陸」の

測定結線図を図1に示します．真

空管アンプの場合は，出力側は4，

8，16露の選択と，負荷側に1，2，

4，8，16，75，150Qの純抵抗，
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スピーカーの特性を左右するパワーアンプの出力インピーダンス

［図11］TL－1601ユニットのバスレフインピーダンス特性図
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［図12］真空管アンプの80ユニットTL・1601負荷描性
（下から出力端子4、8，160）

ピーダンスが極端に高くなると駆

動電圧は飽和してきます．

こうした変動は図3がすべてを

表しており，この中でドライバー

のインピーダンス変動に応じて駆

動電圧が変動することになります

が実感としては予想を上回る大

きさです．負荷インピーダンスが

高くなると電流はそれほど流れま

せんので，高出力インピーダンス

アンプは「定電流駆動的」な動作

に近づくといえるかもしれません．

その他のドライバーについても

いくつか測定してみます．エーモ

ン工業の車載用17cm口径同軸型

ユニットASS－2717Cで同様な測定

を行いました．自由空間インピー

ダンスを図7に示します．このユ

ニットは50が公称インピーダン

スです．この例ではトウイークー

とのクロスオーバーネットワーク

2009／／／3

［写真2］半導体コンポ
ーネントアンプの例

負荷インピーダンス
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［図14］半導体パワーアンプ捕縄抵抗負荷硬特性

のために5kHz近辺で盛り上がっ

ています．したがってアンプで駆

動したときの駆動電圧特性は図8

のように低域に加え中高域も盛り

上がっています．

バスレフエンクロージャーに収

納したパークオーディオ（ドリー

ムクリエーション）の13cm口径

ウッドコーンフルレンジユニット

DCU－F131W（写真1）のインピ

ーダンス特性は公称6Qで図9と

なります．バスレフのために低域

は2山になっていますし，インピ

ーダンス補正をしていないので高

域での特性は上昇しています．こ

れを負荷とした駆動特性は図10と

なり4〔ら750の間で変動します．

なお，この図ではユニットの公称

インピーダンスが6露だったため，

アンプの出力端子は40と8偶で測

定しました．

もう一例，パイオニアの38cm

口径ウーファーユニットTL，1601

をバスレフエンクロージャーに収

納した場合の特性を示しておきま

す．図11がインピーダンス特性，

これによって駆動電圧は図12のよ

うに変動します．この場合の3個

のカープは下から40，8IL16偶

のアンプ出力端子に接続した特性

です．このウーファーはエンクロ

ージャー内部でインピーダンスの

高域補正が施されていますので

高域での大きな変動はありません．
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［図15］半導体パワーアンプ負荷電圧特性（4，8，160純
抵抗．pE－16Mユニット負荷）

半導体アンプの駆動特性

ここで用いたアンプはどこでで

も見かけるようなCDプレーヤー

まで入ったミニコンポーネント型

のオールインワンアンプです（写

真2）．図13の結線で，すべての

トーンコントロールをフラットに

設定して測定しました．図14が負

荷を純抵抗8Qとしたときの駆動

特性です．これと比較できるよう，

負荷を4，8，160の各純抵抗，そ

れに8QスピーカーユニットPE

16Mを接続し，すべての駆動電圧

特性を測定して重ね表示したもの

が図15です．差異がわかりやすい

ように描画の線幅を細かくしまし

たが　図14のようにどれもまった

く変わりがなく，変動もありませ

ん．つまり完全な電圧駆動がなさ

れていることがわかります．

現実のDF値

通常，真空管アンプのDF値は

固定の純抵抗負荷を前提に表示さ

れていますが，実際は負荷となる

ドライバーによって変わってきま

す．どんな負荷がかかるかわから

なくてば性能表示ができないので，

パワーアンプ単体としては純抵抗

負荷を前提とするしかありません

が，実負荷ではどんな特性になる

のでしょうか．
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［図16］KT88アンプで駆動したDCU－F131WDF館性
（下から出力端子16，8，40に接続）

前記のバスレフエンクロージャ

ーに収納したDCU－F131Wユニッ

トを使って試算します．アンプ側

の出力インピーダンスは40端子

で2．150，8Q端子で4．18露，16Q

端子で7．錐Qなので，ユニットの

インピ」ダンスをこれらの値で割

ればDF特性が得られるはずです．

CLIOでは計算に当たり実数部と

虚数部を入力することができます

が，アンプの出力インピーダンス

はほとんど位相がゼロなので実数

部のみを便いました．

図9がスピーカーシステムのイ

ンピーダンス特性なので，CLIO

の計算機能を使って計算すると，

図16のDF特性が得られます．

CLIOにはDF測定の項目がないの

子　画面をPC上で一部変更し，縦

軸をOhmsに代えてDF値としまし

た．3本のカープが描かれていま

すが負荷を下からそれぞれ16Q

端子，80端子，4Q端子に接続し

た場合に相当します．当然ですが

インピーダンスが公称値，つまり

もっとも低いところでDFが最低

となり，インピーダンスの高いと

ころはDFも高くなっています

（このインピーダンス測定はMLS

インパルス法のため，図9とは若

干異なる特性を示しています）．

周波数特性の差異

概してDFが低い真空管アンプ

ではスピーカーユニットのインピ

ーダンス特性によって，駆動電圧

が予想以上に変動してしまうこと

が測定されました　結果としてス

ピーカーから放射される周波数特

性はどのくらいの差異になるも

のか調べるため，DCU－F131W

スピーカーシステムを使って「音

庄一周波数特性」を比較しました．

このスピーカーのインピーダンス

は図9から実測5Qくらいと判断

できますが，あくまで公称インピ

ーダンス値は，、この図のように全

体から見ればごくわずかの領域で

あることを理解すべきでしょう．

図17はKT88アンプの8Q出力端

子に接続した場合の周波数特性で

す．振動板とベント位置の中間の

場所で，ニアフィールド特性を測

りました　したがって高域ではマ

イク位置がユニット軸上から逸れ

るため若干減衰が目立ちますが，

ここでは主題ではないので，この

条件で比較します．

図18はKT88出力端子の4偶，16

釦こ接続した場合での音庄特性で，

下から4，8，16露と重ねて表示し

たものです．特記すべきは出力イ

ンピーダンスが高くなると，低域

と高域は2－3dB音圧が高くなり
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