
音楽フアンのために，日頃の考えを実現した

ただ1石の
コントロールi　　　溺

アンプ　　　　　　麗
軸嘉和　　　　　　　議i

士に楽を聴くためのプログラム・ソ

昌一スは何がよいだろうか．アン

プ類の接続の仕方で音がまったく変っ

てしまいどれが本当の音か判らない．

もっと確実にいつも最良の状態できく

方法はないだろうか．

最近ソースの多様化にともなって，

このような質問や依頼が私のところに

もよくくるようになった．しかも，従

来から持っているオーディオ・システ

ムに，ほんの少しの簡単な部分を，手

軽に接続して良くしだいという人が多

い．

＿実はよい音とは何か，ということが

もっとも問題で，人によってよい音の

とらえ方は，様々であるのか現状では

ないだろうか．実はよい昔の定義のあ

いまいなことが，オーディオを，かく

も複雑怪奇なものにしてしまっている

原因かも知れない．

よい音の定義やプログラム・ソース

のよしあしは，いまはふれないことに

して，きわめて，常識的に質問に答え

ることを考えてみよう．

梼戌の検討

まず従来は，このような多種プログ

ラムに対応するには，プリアンプのA

UX入力（またはプリメイン・アンプの）

が使用されていた　その大部分の構成

は第1図のようになっている．Aの部

分は昔は真空管1本，または2本によ

るNFアンプ，現在ではいわゆるオペ

アンプ形式のDCアンプとなってい
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る．また最近では，Aそのものがパワ

ー・アンプになっているプリ　メイン

（インチグレーテッのアンプも多い．

現在より少しでもよい結果を得るた

めには，従来の構成の再検討が必要で

そのためには，この構成は一度すっか

り忘れてしまうことにする．そして，

プログラム・ソースを提供する機器

と，パワー・アンプをどのように接続

するのがよいか，考えてみることにす

る．ソースを提供する機器の代表とiし

て，FMチューナとCDプレーヤを例

に取ることにする．

もっとも簡単な構成は第2図のとお

りで　実際この構成がもっともよいと

VOL

。r諜∴亨を＞一一一
30

40

＜第1図＞

している人も多く，信号経路が単純な

点がよいとされている．この方式の欠

点はVOL（ボリューム）からPA（パ

ワー・アンプ）入口までの配線（シグナ

ル・コード）の信号レベルが低い点に

ある．

また通常の単芯シールド，ピンジャ

ックの接続では，SW，VOLの巨体

が，その低いシグナル・レベルの接地

側に，ぶらさがることになる点にも問

題がある．

これはVOLを通ることによって，

シグナルのレベルは低くなるのだか

ら，VOLをもっと後ろにもってゆけ

ば解決することができる．しかし，実

際第3図の接続で結果がよくないこと

も多い．それは主としてVOLの接寵

が誤っているためで，正しいVOLの

接続法を第4図に記す．このわずか2

－3孤の配線の違いが，大幅な変化を

おこすことがやってみるとよく判る．

おそらく読者の自作アンプ，市販メ

ーカー製アンプの99勅も　Aのように

＜第2図＞国土二三装二一一一昔二一一一一羽

田い

く第3図＞ゴ」一一一一幸幸司

「

囲1985年9月号より∴　　　　　　ラジオ技術



＝＝＝＝＝一三三三二三iS－　　　　　国事漢音ni国i菖茜王国

二一一一　三∴
回

恒三
A‥i……×

B…・i…・○

C………○

接続されている．またアンプの入口に

つながる線は，2～3m以上になると

きはシールドした方がよい．シールド

の仕方については各自考えるか，そり

ソンの著作，計測器におけるグラウン

ドとシールドの技法（注1）等を読ま

れるとよい．

第3図にもどる．

この接続によって外界にさらされる

信号配線のシグナル・レベルは，ソー

ス機器の出力レベルにまで高めること

ができだ　しかし，新しく1つの機器

を時人したり，自作したりするにはも

っとハッキリした結果を期待したい．

そのためにはソース機器の出力レベル

をもっと高くすればよい．第5図の構

成となる．CDプレーヤの出力は通常

最大2V位に設定されている．またダ

イナミック・レンジは従来のアナ古グ

のものにくらべて格段に大きいとされ

ている．このような機器の出力を，さ

らに捌琶することに疑問を持たれる方

も多いと思う．

実は，これが大きなおとし穴になっ

ているのであって，最近レコードで音

楽が楽しめなくなったという人が多い

原因は，不必要なダイナミック・レン

ジの弦大にあるといってもまちがいで

はない．広大なダイナミック・レンジ

をぽこるソース横器も，通常は，相当

低い信号レベルで動作している（いつ

も高いレベルで動作している接合は　ダイ

ナミック・レンジは小さい）・この結果が

回路中のシグナル・レベルを通常低

いものにしてしまう．i

アンプのダイナミック・レンジを高

く取るためには，入口にVOLをつけ

て絞ってしまうか，アンプにNFを深

く掛けてゲインを低く設計すればよ

い．たしかに，信号のピークですぐ

飽和するようなアンプは困りものであ

る．しかし，ピークをおそれるあまり

不必要なダイナミック・レンジを設定
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くく第4図＞

入力側VOLと
アンプ接続法

＜第5図＞

田下一一一一一一日
i

∴こす・－

することは，微妙な音楽のニェテンス

を殺してしまう．

したがって，今回のアンプの最大入

力はソース機器中もっとも出力の高い

2VRHBにする．

また第5図は取扱上不便で　ソース

側にさらにアンプを組込むことは通常

できないので，実際には止むを得ず必

要な部分を1ケのシャーシに組込み第

6図のようになった　この場合心配な

のは，出力インピーダンスが高いこと

である．しかしたとえ出力インピーダ

ンスが10kilあってもストレー・キャ

パソティ100pFで160kHz，200pF

あっても80kHzで－3股こすぎない・

この出力インピーダンスば　NFによ

る等価的なものではなく，実際の抵抗

器に依るもので　きわめて安定にでき

る．

パワー・サプライとAmp

残された問題は，Aをどうするかと

いうことと，どんな電源を使用するか

になる．最近，電源の強化が盛にいわ

れるようになり，本誌の記事も電源強

化に関する記事が多い．こゐような記

事がふえると，大型包源こそ増幅器に

適していると思い込む人も多いと思う

が，これも実際は錯覚である・電源の

特性とか強さとかは，電源自身ではき

まらず，電源にどのような負荷をつな

ぐかによって決まるものである．大型

＜第6図＞

電源はその供給できる最大電力が大き

いだけであって，大型電源即強力電源
とはいいがたい．もっとも増幅器に適

した電源とは，どのような信号の変

化，負荷の変動にもかかわらず，一定

の電力を供給できる電源である・

そして先程述べたとおり，これは電

源の負稀でぬる増幅器の方できまる・

いかなる瞬間も一定にするには，平衡

i割高器によるしかない．一定時間内で

一定にすればよいのであれば　Aクラ

スの増幅度を使用すればよい．

したがって，今回のアンプに使用す

る電源は，ごくあたり前の整流包涼に

し，アンプをAクラスで動作させるこ
とにした．

最初に記したように偏執こ接続して

使うにはシグナルは一端接地シグナル

となり，端子にはRCAピンジャック

を使用することになる．一端接地入力

の場合，正確な平衡増幅器を作るのは

NFか，トランスによらなければなら

ない．

トランスはコストの点から見送ると

して，NFアンプ（低圧帰還の場合）は

負荷容量に弱い．また通常2段以上の

接続になり信号系路の増加とコスト・

ァップはさけがか、．これらの点を考

10－15k

他チャネル

　 io　I

馴 R K00 GR

4711

き 亀．8
さ 50 V

I

tfをi

1位
さ、

＝J T

o
e
o

工 費
8

＜第7回＞1石アンプの全回路図（筆者記入法のまま・アース・リターンに注意）
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暮

アンプの本質にせまり，9月号読者の質問に答える

糖だ1石の
コントロール・アンプの

「部品と雪質」

宮田　嘉和

9月号に1石コントロールの記事を書いたところ，どんな部品を

使用しているかとの問合せが，編集部

まで相当数寄せられたらしい．とうと

う．部品についての記事を書くことに

なってしまった．

部品は大きく分けて，能動と受動に

分類する事ができる．

能動は　すべて入力信号によって出

力留流が変化するもので　受動は，い

かなる信号が加わってもまったくそれ

自体は変化しない．つまり，変化する

ものとしないものに分けられるが，よ

く考えてみると，能動素子も実は変化

しない．変化するのは入力信号だけに

なる．

変化をどのような基準からみるか

私達の身のまわりを見わたしてみる

と，すべて変化というものは　受ける

ものがまったく変ることなしに受けと

めることによって，ハッキリとその変

化が現われる．

変化をどのように加えるかというこ

とと．変化をどのような基準から見た

場合が正しいかということは，最もむ

つかしい問題や　今のところ答を出し

た人はいない．

部品を，変化しない物で構成した方

枇信号の変化をよく現わすことが出
来るという点から，9月号の1石コiン
トロール・アンプの各パーツは選定さ

れた．

以下，実際にi試作機に使用した部品

について，紙数の許す限り記すことに

する．

実際に使われたブランド名

まず全休に共通している点は　磁性
体はノヾワ一・トランスのコア以外は

いっさい使用していない．

①入力端子

スーパートロン社のものを使用し

た．メーカー製品にも時々使用されて

いる．型番はない（メーカーが型番をつ

けていない）．スーパートロン製でRCA

ピン・ジャックは数種作られているら

しいが，入力には4P（2×2）のモール

ド・タイプのものを2組，出力には2

Pを使用した　非常にコンタクトがよ

い．

もう一つの理由は，アース側とシャ

ーシ・ノヾネル間のストレ・キャノヾシテ

ィが同型のものの中で比較的少ない．

むろん非磁性体で　信号通蜘こカシメ

接続がない．ヒアリング・テストで選

ぶ時は，線同志ジかこ接続した時の差

をきく他に，シャーシに取付けた時

と，シャーシからはづした時の差の少

ないものを選ぶとよい（プロト横でそう

いうテストをしている）．予想外に大き

な差が出るものが多い．

②シールド・ワイヤ‾

入力PJから切替SWまでと，SW

から基板入力端子まで操作上の便宜か

ら距離があるので，ここでは，ぜひと

もシールド・ワイヤが必要になる．特

に入力の数が2つ以上の時は，モレを

防ぐ意味でも必要になる．また1つの

入力でも左右のタロチトークが出るの
で必要になる．できれば2芯シールド

を使用したいが，4回路も入力がある

と配線困難になるため止むを得ず単芯

シールドを使用している．イラックス

の0．18×7の発泡ポリのもので線間容

量は少ない，またシールド芯線ともメ

ッキしてある．10色もあるので内部配

線材として具合がよい．できれば2芯

シールドでシールドが密なものはどよ

い．メッキしていない線は，すぐさび

て音が変ってしまう．

③ロータリSW

アルプスの配線用の小型のもので，

どこでも入手できる（SRN型）．

プリント基板用で磁性体をまったく

使用してないものはきわめて少ないの

で　止むを得ずこれを使用している．

以前は東京光背の小型のものを使用し

ていたが，後部シールドが鉄製のため

このSWに替えだ　しかし，光昔の

SWは鉄の音は比較的少ない．i基板屑

SWのよいものが少ない苔と，iプリ：ン

ト・パタンで信号をシールドするとと

は，かなりむづかしいので（片面版で

は），前記シールド・ワイヤも使用し

た　できればPJ入力のすぐそばに

SWを取つけて，2本組の2芯シール

ドで基板入力に接続すれば卓、・

単芯シールドは外側にも信号が流れ
るのでii本当はシールドにならない．、

④抵抗重くここから基板上の郵品）

第1回作品は，タイヨーFTRを使

用した：“独特の製造法で市販品の中で

最もカーボン皮膜が丈夫にできてい
る．

音質的には問題な1くひずみや雑音も

少な高精度も極めて高い．しかし抵

抗碁の音で　最も重要な温度特性はカ

餌G．201。　　　　　1986年1月号より－　　　　　　　　161



つまり付帯音が少くなって，にぎや

かさがへっているのだとゆうことがだ

んだんとハッキリしてくる．レコード

やCD等て　この判定はなかなかむつ

かしい．しかし身じかにあるいちばん

生に近いソース，FMのニュースやア

ナウンスをきいてみると，誰にも簡単

に判別することができる．アナウンサ

のアクセントやイントネーションが実

に明瞭になり，人柄や身ぶりまで判る

ような気がしてくる，アナウンス●マ

イクの悪さや，室内の貧弱さは，それ

なりに出てくるので，障害にはならな

いこれに刷れてくると，次第にレコ
ードの録音のくせが判別できるように

なり，録音のくせから演奏を分離して

楽しめるようになる．昔のレコード

は，簡単な装置で録音し細工の余地も

少なかったために，この頃のものより

演奏のたのしめるものが多い・

つまり，このプリアンプの部品は

すべて不要の音を出さないという点か

らえらばれている．ところで前記シー

ルド．ワイヤや積層セラミックの使用

も，まったく逆の判定を下す人も多い

と思う．しかし，音を出す方向に進む

ことは際限がなく，また種々様々な録

音やプログラムがある状態では，ソー

スによって適不適が大きく出てくる，

音は演奏の構成要素である．したが

って演奏を良く判るようにすれば音

は自然に出てくる．演奏はSW切替に

ょるテストや測定器では判らない〝

⑥能動素子

能動素子といってもFETただ1石

なので　あまり記すことはない．東芝

のK30ATM，GRランクを使用して

いる．他のFETはC…が大きすぎる，

G柵が大きすぎる，耐圧が足りないな

どの点で使用できない（このコントロー

ル・アンプに隈の．

⑦整流器

やはりなるべく丈夫な構造でないと

不要な音が出やすい．新電元製は，すべ

てグラス・バシウェイションになって

いて非常に丈夫にできている．SVE20

を使用しているが，SVBlOでもよい・

⑧プリント基板

iガラス・エポキシの70ミクロンを使

用している．35ミクロンでもよいが，

青はいくらかにぎやかになる・部品は

すべてリード線を短かく∴リジッドに

取付けてある．リード線を長くすると
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やはり音はにぎやかになり，一見分解

能が高くなったように錯覚しやすい・

せっかく丈夫にマウントしたPCア

ッセシプリは，シンチュクのフレーム

でしっかりとシャーシに取りつける・

自作する場合は，シャーシに角穴をあ

げてじかに取付けるとよい．サポート

取付けの場合は，タップの切ってある

シシテュウの六角柱のものがよい．高

さは15mmにする．

⑨ボリューム（ここから基板外）

東京光苦製のCP－600形を使用して

いる．時々シャフトのアース・三ンタ

クトのよくないものが出る以外には問

題なくすぐれた製品で　この価格でこ

れだけの特性と音質のものは類がな

い．接続法（とくにアース）には十分注

意が必要である．

⑬配線

すべて古河ピーメックスの0・18×7

を使用している．ただし2本はよくよ

り合せてツイスト・ベアとしてある・

ピッチは5mm位にしないと効果が

少ない．色が鮮明で謝こ強い・

⑪パワー・トランス

第1回試作品は　ノグチの50V．

100mAのものを使用した．あまり大

型のトランスを使用すると，ストレ・

キャ′ヾシティになやまされる・電源に

ついては，重要なポイントは9月号に

記してある．強力で安定な色濃は望ま

しい．ただし，それには直流的にも交

流的にもいっさい増幅器以外に接続さ

れていないものが条件になる・
むしろ巻線のガッチリしたものを選

ぶようにしたい．

㊥電源コード．フューズ
ごく普通のものを使用している・た

だし余分のカシメ等はない・もちろん

品種や太さ等のテストは大量にした・
ACコンセントとのコンタクトの良否

等に注意したほうがよい◆

㊥シャーシ

市販のシャーシは自作し易いよう

に，うすいアルミ板で作られたものが

多い．これが自作品の最大の欠点にな

っている．その中で最近小型アンプ用

に適当なシャーシがタカチ電機から発

売されていることが判ったDI型ア
ルミ．ボックスといって，すべて押出

材で作られている・

紙数がないので今回ここまでにして

おく．以上述べたようにアンプやプリ
アンプを作って期待したどおりの結果

が得られないのは主として部品同志

の接続の仕方と取付法による・このコ

ントロール・アンプについては，ごく

普通の部品を使用して組立ても，かな

りの結果が得られるものと思う・その

理由はアースや亀頭に接続する線の本

数が少ないからに他ならない・・なお自

作される方は前述したほとんどの部

品が．ラジオ・デパ一一の海神ムセン

（00ー25…025），ワイヤはオヤイデ電気

（03－独－9351）他で前人可能である・
（以上）
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