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直結アンプのすすめ－その2

これがほんとうのタマ・アンプの音！？

．10年4月号で真空管式パワー・

アンプの標準ともいえるOPT付き

の3段構成のプッシュプル・アンプ

について考察してみました

それに続き今回は2段構成の直

結方式のプッシュプル・アンプを紹

介させていただきたいと思います．

2段構成のプッシュプル・

アンプ

私が本格的にオーディオに凝り出

しだ70年代初めには　前回考察し

た第1図のような3段構成のプッシ

ュプルアンプが標準的でした．この

回路は現在でも多く使用されている

ようです．

しかし私は前回述べたように　こ

の回路にはいつも疑問を持っていま

した　そしてこれに代わるもっとよ

い回路はないかと考え，第2図のよ

うなシンプルな2段構成のプッシュ

プル・アンプを考案したのでした

当時，初段の差動増幅器が斬新

で複合管を使用すれば電圧増山酸

がMT管1本ですむのも魅力でした

なお初段カソードのダイオード

は　電源投入時に初段管のカソード

に－B‘電圧がそのままかかってと

一夕・カソード間耐圧をオーバーし

たり，ピークが暖まるときにダ）ッ

ド電流が流れて入力端子に負髄が

出たりするのを防止するためのもの

です．アマチュアの自作では．ここ

にダイオードを入れることは少ない

ようです．

この2段構成のアンプは通常の

3段構成のアンプと比べて，色づげ

の少ないスッキ1）とした音が出たの

でした．それゆえ2段構成が気に入

って，＿以後第1図の3段構成アンプ
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を制作することはほとんどなくなっ

てしまいました

当時測定器を持っていませんでし

たが’80年代にこのタイプのアン

プを測定器で計ったところ．最少歪

率が無帰還でも0．07％種度でした

また単にひずみが少ないだけでな

く高調波のスペクトルも良質で

高次調波が少ないという特長もあり

ました　これは出力管が3極管であ

るだけでなく，初段で位相反転を行

なっているため，シングル動作をし

ている部分がないことも関係してい

ると思われます．

この2段構成のプッシュプル“ア

ンプは比較的素性のよいものです

が　ゲインが少なめなのと，NFB

を多くかけたときに，初段の出力電

圧が上下でアンバランスになる傾向

があります．ちなみにNFBをか

けたときに上下のバランスがくずれ

るのは　カソードの共通抵抗の値が

十分大きくないのが原因です．

定電流回路を使用すればこの点は

改善されますが　また別の問題が出

てくるので安易に定電流を使用す

るのは避けた方がよいと思います．

しかしこれらは無帰還　もしくは低

帰還のアンプなら！珊ら問題にはな

りません

アース分離方式

この2段構成のアンプでも，電源

からアンプ部までのアース線が1本

だけだと，初段と終段の電流が干渉

するのは通常のアンプと変わらない

ためです．アースを初段と絃段で分

け電源を第3図のようにすれば　ア

ース分離方式となり．アース線での

電流の干渉がなくなり，ピュアな信

号増幅力可能になります．

例によってP．T　は2個に分けな
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〈第2図〉初段位相反転の2段PPアンプ（ヒ一夕を除く）

くでも，B巻線が独立して2系統あ

れば　共通のP．T．でも差し支えあ

りません．アースが複数本になるこ

とに対して違和感があると軌、ます

が　ループにさえならなければ　複

数本あっても大丈夫です．音質も，

何がしか向上するように感じられま

す．

第2図の回路は不自然に見えます

し，アース分離方式などというとよ

ほど特殊なものと思われがちです

が　この回路をよく見れば　初段と

終段がそれぞれ独立に動作している

別々のアンプで，それが同じシャー

シに納まっている状態であるのかわ

かります．

ここが理解できれば　第2図の回

路は少しも不自然ではなくなります

コールド側の信号経路

この2段構成のアンプで　初段か

ら終段へオーディオ信号が伝わると

きのコールド側の信号経路を第4回

に示します．2段構成でもコールド

JUN．2010

（第4回〉ト

信号のコールド回
路．通常方式もアー

ス分離方式も同じ
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〈第3図〉第2図のアース分離方式に対麻する電源回路
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側の経路は長く，＋B’電源のケミ

コンをilつ通っています．つまり信

号の経路には　ホットだけでなくコ

ールドにもコンデンサが存在し，し

かもコールドの方は質のよくないケ

ミコンなのです．

この状態では　初段から終段に信

号が伝わるときの鮮度や質の低下

は．コールド側の方が支配的です．

カップリング・コンで音が変わると

いうのは　ないとはいえないもの

の．ごくわずかだと思います．

なお2段構成では　アース分離方

式だけでなく第2図の通常アース方

式でも，コールド側の信号経路は同

じです．

3段構成ですと，前回説明したよ

うにアース分離方式と通常アース方

式ではコールド側の経路が異なり，

さらにコールド側にケミコンを2つ

はさんでいましたが2段構成では

コールド側の経路も3段よりシンプ

ルです．このあたりの相違も，2段

構成のアンプが3段よりスッキリと

した音を出す理由かと，思います．

さて，この2段構成のアンプでコ

ールド側の信号経路を単純化してケ

ミコンをなくしたのが第5図です．

一見不思議な回路ですが　よく見

ると．初段の＋B’電源のうえに終

段の電源全体が乗っかっています．

初段と終段の電源が直列に重なった

状態です．

この接続法により，初段から終段

への信号の経路が短くなるだけでな

く，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3図

で　電源を初段と終段に分けていた

からこそできた回路です．

この第5図も，よくよく見れば初
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段の出力信号のコールドと終段の入

力信号のコールドを直接むすんだだ

けの，ごく当然の回路です．これが

正しいコールド側の接続法だと思い

ます．

興味深いことに，この回路ですと

確かにカップ）ング・コンで音が変

わります．これは信号経路からケミ

コンがなくなったためだけでなく，

増幅段が十分に低ひずみなのにもよ

るかと思います．

直結化する

そこでこのカップリング・コンデ

ンサに　以前はスプラグとかリファ

ーなどの舶来品を，現在でしたら国

産のSEコンを使用するわけです

が　ここで考えなくてはならないこ

とがあります．それはいかに高級で

高価なコンデンサでも．音を劣化さ

せないものはない．ということです．

ちまたで音がよいといわれている

コンデンサは　実は音を劣化させる

魔合いが少ないだけで　ほんとうに

音をよくするコンデンサは1つもな

いという事実を．肝に銘すべきで

す
　
は
　
す

そのような音を悪くするもの

使用しないのか正しいと思いま

この第5図の回路では，初段のプ

レートの電圧と終段のグリッドの電

圧がそれほど通わないため，この両

者の電圧を等しくできればカップリ

ング・コンば不要です．そこで初段

のプレート抵抗や共通カソード抵抗

を調整して電圧を合わせ，第5図の

点線内部品をはずせば　カップ）ン

グ・コンなしの直結方式となりま

す．そのときの電源回路は第6図で

す．

シンプルなだけでなく，スマート

で合理的な回路だと思います．この
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〈第5回〉
コールド側からコン
デンサをなくした回
脇．点線内部品をは
ずし電源を第6回
のようにすれ－輔
同路となる

〈第6図〉
直結回路とするとき

の電源回路
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回路も，もちろんアース分離方式で

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

く自然で違和感がありません．

ここで終段用P．T　のタイマー

は，SW／ON時に出力管のバイアス

が安定するまで．終段にタイム・デ

イレーをかけるためのものです．

なお直結方式ではドllフトが多い

ので　OPTはDCアンバランス電

流の許容値の大きいものを使用しな

くではなりません　また3極出力管

はミラー効果で高域が落ちやすいた

め，初段のプレート負荷抵抗をでき

る限り低い値にする必要があります．

この回路は　OPTl次側までDC

アンプです．シンクロスコープによ

る出力波形の観測では，100Hzの

方式波が原形のまま通ります．これ

はもう，OTLアンプと見まごうほ

どです．

終わりに

この2段構成の直結パワー・アン

プば第1回の従来のアンプとは明

らかに音が異なります．無色透明な

静かでスッキリとした．それでいて

豊かな音が出ます．

初めて直結方式のアンプを制作さ

れる方は，MMカートリッジをMC

カートリッジに替えた時の衝撃をふ

たたび味わうことができると思いま

す．これがほんとうの真空管アンプ

の音なのだと思います．

’70年代初めにこのアンプを作っ

たとまリファレンス用のラックス

のKMQ60（名器といわれたMQ60の

キット）がリファレンスでなくなって

しまったのを覚えています．

まだ　私の家にテレコの修理にや

った来たソニーの技術者の人にこの

直結回路を非常に感心されたこと

も．なつかしく思い出します．

その後OTL党になってOPT付

きのアンプは使用しなくなりました

が　OPT付きの真空管アンプでも

直結方式であれば　半導体DCアン

プに負けないと思います．＿
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