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んだ年頭所感（？）を香いてみまし

た．ついでに，その後修正できまし

たf棒グラフをご笑覧までに同封し

直結アンプのすすめ

ました．20kHz以上はムラタ社よ

り提供を受けた公表のカープを‘見

込み’としてつぎ足してあります．

3段問冒PPアンプを検討する

真空管式のパワー・アンプで最も

ポピュラーな形式は，OPTつきの

3段構成のプッシェプル・アンプだ

と思います．現在でも数多くの製作

例を見かけますが，その回路は昔と

変わらないものが多いようです．

ところが　このアンプの標準とも

いえる3段構成のプッシェプル・ア

ンプは，実はいくつか問題をかかえ

ていることに気づきます．

（l）アースの問題

第1図に，標準的な3段構成のプ

ッシュプル・アンプの回路図を示し

ます．この回路でまず疑問に思うの

は，アースについてです．

電源からアンプ部までのアース線

は1本だけですから，アースには初

段，位相反転段，終段の電流が重複

して流れています．ところが，線材

にはかならず抵抗がありますから，

これにより電正隆下がおきて各段の

電流が干渉し，悪影響を及ぼしあっ

ているはずです．

「アース線は太iく短かく」の原則

は，この干渉を少なくする効果があ

ります．しかし，いくら線を太く短

かくしても，抵抗は少なくなりこそ

すれ0にはならないのですから，干
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渉は決してなくならないわけです．

抵抗を0にするには超伝導によろ

しか方法がありませんが，アンプの

内部で超伝導状態を作り出すのは不

可能だと思います．

また，もし抵抗を0にできたとし

て，電圧降下がなくなっても，アー

スに流れている電流によりアース線

のまわりに磁界ができるのは変わら

ないため，これによる干渉も考えら

れます．

では，これらの干渉をなくすには

どうしたらよいかというと，図2の

ように初段，位相反転段，終段のア

ースを別々にして3本にし，／電源も

分離してしまえばよいのです（アー

ス分離方式）．

これにより，アース線での各段の

電流の干渉はなくなります．

なおP．T．は3個に分けなくて

も，B巻線が独立して3系統あるも

のでしたら，1個でも差し支えあり

ません．アースが複数本になること

に対して違和感を感じると思います

が，ループにさえならなければ複
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〈第1図〉標準的な3段プッシュブル“アンプと旬源回路（ヒ一夕回路は除く）．
〈第2図〉（）内接続としたのがアース分離方式
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く第3図〉アース分限方式の信号のコールド側経路
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〈第4図〉通常方式の信号のコールド側経路

アースは初段の出力のコールドでは

ありません．

一万，位相反転段の入力信号のコ

ールドは，位相反転管のカソード，

つまりアースです．また，位相反転

段の出力信号のコールドは，＋B’の

電源ラインです．そして，終段の入

力信号のコールドは，出力管のカソ

ード，この場合はアース・ラインで

す．

そうすると，初段から位相反転段，

位相反転段から終段への信号経路の

コールド側は，それぞれ第3図の太

線と点線で示すように長く，しかも

＋B′′と＋B′電源のケミコンを通っ

ています．さらに太線と点線の信

号経路の一部が位相反転後のアー

スのところで接触しています．

参考までに第1図の通常方式の回

路のコールド側の経路も，第4図に
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示します．こちらの方は，やはり

＋B〝と＋B′電源のケミコンを通

るだけでなく，かなりの部分で信号

経路が重複して重なっているとい

う，ややこしさです．

つまり，もしホット側が直結でも

信号経路にはコールド側にコンデン

サが存在し，しかもコー）レドの方は

質のよくないケミコンがつながって

いるわけです．

よくカップリング・コンデンサに

ついて論じられますが，コールド側

にカップリング・コンより質の劣る

ケミコンを巻き込んだ状態でホット

側のコンデンサだけを問題にするの

は，あまり意味がないと思います．

実際にカップリング・コンデンサを

替えても，それほど音が変わらなか

った言輔があります．

第1回の標準的な回路でカップリ

ング・コンで音が変わるという人た

ちを見るにつけ，ほんとうに音の違

いがわかるのならすごいけれども，

もしかすると童話のハタカの王様と

同じかもしれない，と思ったのを覚

えています．

さて，この信号の経路を単純化し，

コールド側からケミコンをなくした

のが，第5図です．

何だか不思議な回路ですが　よく

見れば初段の＋B〝電源の上に位相

反転段の＋B′電源が，さらに＋B’

電源の上に終段の＋B電源が乗っ

かっています．初段，位相反転段，

終段の3つの電源が直列に重なった

状態です．

これにより初段から終段までの信

号経路が短かくなるだけでなく，接

触したり重複したりする部分もなく

なり，さらにコールド側からは完全

にコンデンサがなくなります．これ

は第2図で電源を3つに分けてい

たからこそできた回路です．

ただ初段と位相反転段の間は直結

とすることができなくなり，新らた

にカップリング・コンが必要になり

ますが，それでもコールド側のケミ

コンがなくなるぶん，こちらの方が

よいと思います．

なお，初段カソードからもパスコ

ンをはずしましたが，電流帰還がか

かってゲインが下がるため，もしこ

れが気に入らなければ第6図の方法

でゲインをあまり下がらなくするこ

とができます．この方法をズボン吊

りにたとえて，私はサスペンダー法

と名付けています．

興味深いことに第5図の回路です

と，カップリング・コンで音が変わ

った記憶があります．これはやはり，

信号経路からケミコンがなくなった

ためだと思います．
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初段アース　　　＋B．　　（位相反伝段アース）　　　＋B’　　　　　　　ア‾ス　＋B

〈第5，7図〉類印のG Rを加えコールド側から包抵コンデンサをなくす．出力管入力側のG R
（点線内）をはずせば直繕回路となる．

R

小抵抗

初段アース　　　　　＋B”

〈第6図〉ゲインを落さずにパスコンをはずす

サスペンダー法

そこで　このカップリング・コン

デンサにかつては舶来品を，現在で

したら国産のSEiコンを使用したり

するわけですが，ここでまた滴らた

な疑問がわいてきます．

それはいかに高級で高価であって

も，音を劣化させないコンデンサは

ないということです．あえて音を劣

化させるものを入れるというのは，

何かまちがっている気がします．

この第5図の回路をよく見ると，

位相反転段のプレートと終段のグリ

ッドの電圧がそれほど違わないた

め，もしこの両者の電圧を等しくで

きれば　カップリング・コンは不要

のはずです．

そこで位相反転後のプレート抵抗

やカソード抵抗を調整して電圧を合

わせてみると，カップリング・コン
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そのときの電源部は第2図参照

だけでなく終段のバイアスC電源

も不要になり，第7図のようなユニ

ークな直結方式のアンフが出来上が

ります（電源部は第2図参照）．

ちなみに終段用P．T．のタイマー

は電源投入時に出力管のバイアス

が安定するまで終段にタイム・デ

イレーをとるためのものです．

なお，P．T．は3個に分けなくて

も，B巻線が独立して2系統あれば，

初段と位相反転段は共通のP．T．で

もかまいません．また直結方式では

ドリフトが多いため，OPTはDC

アンバランス電流の詳容量の大きい

ものを使用する必要があります．

この回路はふだん見すごされてい

るコールド側の信号経路に着目し

た，鮮度の高い信号増幅を行なうこ

とができる回路だと思います．

しかしながら，この回路では初段

と位相反転段の間の直結化は不可能

で　さらに位相反転の下側の球のグ

リッドにもコンデンサが入るため，

残念ながらOPTl次側までDCア

ンプとすることはできません．

それ以外にも，シングル動作をし

ている初段からひずみが出やすいと

か，電源が3つ直列になっているた

め，終段のプレーiトカ滴圧になって

危険隆が伴なう，などの弱点があり

ます．

しかしそれでもこの臨アンプは

透明度力清く，生きのよい音が出ま

す．十分に存在価値のあるアンプだ

と思います．

長い間アンプの標準となってい

た，初段がシングル動作で2段目で

位相反転を行なう通常の3段構成の

プッシュプル・アンプは，どうやら

あまり素性がよくなかったようで

す．そして，初段で位相反転を行な

う2段構成のプッシュプル・アンフ？

もしくは初段と終段の間にカソー

ド・フォロワのバッファをはさんだ

3段騰戌のアンプが，可能性を秘め

ているようです．それらのアンプな

らば　OPTl次側までDCアンプ

とすることが可能です．

私が，70年代に考案し製作したそ

れらの準DCアンプについても，近

いうちにご紹介させていただくつも

りです．

この回路も，もちろんアース分離

方式です．これによりアース線での

各段の電流の干渉がなくなり，クリ

ーンな信号伝達が可能になります．

第2図では不自然に見えたアース

分離方式もこの直結回路ではごく自

然，というより，アース分離方式で

なけれ〉諦蝦の部分の直結力減り立

たないわけです．単にコンデンサが

なくなるだけでなく，アースが分離

されているという点も，直結方式の

音のよさの原因だと思います．

なお，この原稿を書きあげた後で

本誌3月号で等々力氏の記事を拝見

しました．アースについての部分は

私もほら洞じような考えで，たいへ

ん参考になりました．
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