
定電源型アンプでは
スピーカはどう動くのか

①定電流型アンプの特性

精巧な作り

本誌9月号で大沢久司氏の｢定電流

アンプの試作｣という言醇的£ありまし

た.長い間それでドライブしたときの
``音''の特徴に魅せられて,より安定な

動作のアンプ(直流増幅)の完成を目

指して数多く製作されてきたとのこ

ど.さらに8月号では,同好の杉沼一

郎氏が"スピーカは定電流で駆動すべ

し"としてダンピングと音の"立ち上

がり立ち下がり"の動態について言及

されています.

Gl図'　電器繋っける)
19インチ･ラック･

フレームを使ったユ

ニバーサル測定粟

回転台

これら本誌の定電流型アンプの特集

的記事に触発され,このアンプ(南内部

抵抗アンプ)の波形的観察を機会があ

ったらやってみたいと考えておりまし

たところ,編集部に大沢氏の試作陵が

1台あるとのこと,大沢氏の快諾を得

てお借りすることができました."他人

のなんとやら･･･"で根はり葉ほりする

のも気が引けましたが,この点も快諾

を得ましたの?,生データのご紹介を

してみたいと思います.

編集部で実績を拝見して,まずその

製作内容のユニークなこと,機械設備

を駆使して(?)精度よく立体的にま

とめられていることはビックリしまし

輿. 9月号の巻頭に写真が出ています

が,見事なものです.少しくらいねじ

ってもピタともしません.配線も立体

/‡嘗響くネル猿甜配線で旺げられています(,月号で

はマジックなみの超立体配線-と紹介

されています).

筆者も製作,測定システム等の立体
測定基板(交挨可)

(ヘッドアンプ等)組込　的稔成脚陀持っていましたの?I
測定もハード的に立体構成としまL

Te.さいわい電源が別なので軽量であ

負荷切換ボックス(スイッチ)
ること,立体配線をたどるのにアチコ

テ眺め回さなければならないこと等

千, 19インチのユニバーサル･フレー
セレクター付肋端子(BNC)ムを活用し,それをTV用回転台に載

せました(カット写真参照).

測定用配線も細い単線をあらかじめ

要所要所にハング付けしておきまし

た,オンロのプローブが旺憲に挿入で
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きないからです.ただ測定上はこれら

配線による結合で発振の恐れを懸念し

ましたが,予備テストでOKでした.

これらの酉韻iは端子盤に集められスイ

ッチ切り替えで記録･測定系へ送られ

る仕組みです.内容は

電源電圧: ±12V, 0シャーシ

浮動電源: 18V

入力信号:反転シングル

出力信号:スピーカ路子

アイドル電流チェック用:DMM

用

な*',この立体測定架は他にも使う

ものなので　参考までにそのユニバー

サル的なところを図示しておきます

(第1図).

まず測定に入る前に部品の配置を知

らなければなりません.測定用配線を

あらかじめハンダ付けしておくのも,

実はこれが終わってからなのです.オ

プチカル･ファイバーを使った顕微鏡

用照明(2本組)を活用してICの文字

を浮き上がらせ,読みとりました.ス

ケッチ図と出来上がり配線図を第2回

に示します.拝借した実機と概観は9

号と同じでしたが,使用パーツ一部は

違っていました.何台も作っておられ

れるので　その時どさでのパーツの達

いかと思います.

測定系の準備

測定の万国(?)共通編としてFDA

(筆者調琵手はつけたもの)

F : Frequency Response

D : Distonion
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〈第3図〉測定のブロック･ダイアグラム.定電源型と定型を切換えられる

A : amplitude

を見て,共通の羅誠に立ちたいと思い

ます.測定系の構成は,

入力信号: OdBm (0.775rms,

2.19 P-P) 600nATT(lil dB,

0. I dBstep)で必要出力になるよ

う講壇.ただし,アンプの入力抵

抗が500nオーダーなので,
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(第4図)

定電流型アン

プの各出力で

のf特と寄生

発振

ATTdB値から直接値を得ない

でアナログAC電圧計(1 MHz)

で実測.この信号源はひずみ率計

のもので,絶えず自己ひずみ診断

をしています(連続波).

出力信号測定:第3図のとおり出

力電流は0.10端電圧mV

(ms, p-p)から表計算で算出.

出力電圧は2 Hz-loo kHzア

ナログ計測マイク･アンプの電圧

計部を使う(dBm, dBV, ms,

平均値,ピーク値目盛). p-p値は

100 MHzディジタル電圧計付オ

ンロで波形確認と寄生発振監親を

行う.

な*'.負荷はSWで, ①画定8

¢ ②ディケード･ボックス型可変

;瞳抗(look/8W～1 0/2.25W

0.lQStep), ③スピーカRG-

Wlとに切換えられるようにし

てあります.スピーカからの出力
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れます.ただし,この場合最新借報

が前より大きかったら入れ替え,それ

以下であったらそのまま,という処理

(ピーク･アベレージ)をします.こう

して得られたデータを第16図に示し

ます.

これをみると, f｡に対するダンピン

グ効果のあるなしがよくわかります.

第16図捕ま定電圧アン7, (耽i本機

です.周波数範囲が25 Hz～10 kHz

やすのでF｡付近がハツキ･)出ませ
'L'.同図説(D)に2.5 Hz～l kHz飽田

)ズーム操作をしたものを示します.

3HzくらいにあるFoがダンプされ
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〈第17図〉

80負荷, lkHz,

出力lWでの波

形.上が現下
が亜流

1㈱本機

伍)ト

定電圧型

(窮18図〉

スピーカ負荷,

500Hz,出刀l

Wでの波股上が
マイク,下が電流

1(A)本板

eh

定電圧型

〈第19図〉

スピーカ負荷1

500Hz,出力I

Wでの波形.上が

現下が輔

(助卜

定詞至型醒
た様子がよくわかると思います.

(2) ^'-jtr ･jiRl

今度は信号としてバースト波を使っ

て注目の立ち上がり立ち下がりのレス

ポンスを見てみましょう.特徴的なと

ころは定電瞳型アンプと比較もしてみ

ます.信号の入口から出口まで,そし

て出発も訪ねてみましょう.

最初オーソドックスはIkHz, 5波

を加え, lW出力で見てみます(繰り

返し時間3秒).第17回に出力電圧,

電流と並べてみます. ㈹が定電流型ア

ンズ(B)が定電圧型アンプのものです

(のは反転入力例を使ったので, ⑱と逆

相波形). 8 m抵抗負荷では両者まった

く変わりません.

スピーカ負荷にします(500 Hz).第

18図時(B)を同じに並べましたから,

比較してください.

㈹の電流波形は見事なものです. (B)

では電流の立ち上がり立ち下がりで乱

れ始めています.このへんが毅!作者の

主張する点でしょうか.定電流型で電

流波形が見事となれば定電圧型さ電

圧波形が見碧でなくてはなりません.

第19図で,定電流型αA)では電圧に,

定電盛型㈱では電流に注目してくだ

さい.
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