
電源のリプルを徹底的に抑えた
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ステレオ･アンプの製作･ 1

関　目業等器等芳書
にパワー･アンプは,管球式が高い

･イ-　　人気をたもっているのは,なんとい

6Fも　　っても,その特有の音質にあると思

います.ことに直性性のよい旧型の

直熟型出力管をもちいたアンプの音

は,他にかわりうるものはないと忠

臣　い詰醜出力管のなかでも,
直線性のすぐれた, PX-4をもちい

て,パワー･アンプの音質を劣化さ

せる要因を私なりに追求し,これを

できるだけ除去したアンプを製作し

ましたの?,ご報告させていただき

汗言再生の条件
パワー･アンプが, Hi-Fiである

ためには,あたりまえのことですが

出力信号波形が入力信号波形と相似

であればよいわけです.このために

は,アンプのf特,高調波ひずみ率
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S/Nの3つの基本特性が,ある一定

レベル以上であればよいとされてい

ます.

しかしながら,今日のHi-Fiアン

プは,十分そのレベルに到達してい

るにもかかわらず,アンプによって

音質が異なることは否定できませ

ん.これは,どこに原因があるのか.

その原因の一つは,アンプの増幅度

の安定性にある,と私は考えていま

す.

アンプの機能は,糊であり,

Hi-Fiアンプでは,その鞄幅度が,外

乱によって,変動することなく,つ

ねに｢定不変であることが前提条件

になります.この条件がみたされて

はじめて,上記の3つの基本常陸が

意味があることになります.

もし,この鞄幅度がいろいろの外

乱によって変動すると,出力信号は

時間系列的に見て,ひずむことにな

ります.音声や音楽の信号は,たえ

ず大きさが時間的に変動しており,

その時問的変化のかたちが,その昔

を特徴づける重要な要素ですから,

アンプの増幅度が変動すると,これ

が変形し音質に影響する,と考えら

れます.

とくに音の分離や鰭線度は,この

増幅度の-定性に深く関係してい

る,と思われます.

ところ力㌔真空管アンプでは,い

ろいろの要因によって,増幅度が変

動します.これは, Hi-Fi再生にと

っては,たいへん有害なものである,

と思います.

パワー･アンプの増幅度を変動さ

せる要因として,つぎのものがあり

ます.

1.出力管の非直線性

出力管のチ離陸によって,信号

の変動,つまり音声･音楽信号のエ

ンベロープが検波されて,これがプ

レート回路に現れ,このため,信号

のエンベロープに対応して,プレー

ト電流が変動します.またプレート
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(第1図〉 PX-4シングル･ステレオ･アンプ全回路図

説です.しかしA級アンプといえど　人には知られていました.　　　　　れは電源インピーダンスがきわめて

もレギュレーションをよくすると,　　B電源に定電圧電源を使用する　低くなるからで, f特やひずみ率で

音がよくなることは古くから｢部の　と,音がまるっきりかわります.こ　は説明できないことです.
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近年,半導体の発達によって比較

的容易に定電圧電源が得られるよう

になったためもあって,管球アンプ

に定電圧電源を用いた例か葦改見され

ますが,よい傾向であると思います.

3.デカップ)ング回路を,超低域

まで有効にはたらくようにする

ため,そのタイム･コンスタント

大きくする.

これによる音質向上の効果は大き

く,スッキリした音になります.

回路構成

本機はNFBをかけていません.

NFBなしにこだわるのは,NFBは

f特やひずみ率, S/N,出力インピー

ダンス等を改善するために使用され

るのですが,これらは今日のオーデ

ィオ技術では, NFBにたよらなく

てもよいからです.

NFBをかけると,電圧増幅段数

をふやさなければならず　またオー

ディオで問題になる超低域の動作特

性がかえってわろくなること,抵抗

やコンデンサの種類の違いによる音

質が問題になるレベルでは, NFB

のβ回路に問題があるなど,高度の

音質を追求するオーディオ･アンプ

ではNFBを使用するメリットは

ほとんどないからです.

高音質のアンプを製作するポイン

トは,できるだけ:固据段数をへらす

ことです.

最近は, 300Bのようにドライブ

電圧の高い球でも,直線性のよいハ

イ〟管,たとえば6SL7等を使用

して,電圧増幅段を1段ですませた

シングル･アンプを見かけますが,

これがもっともよいやりかたである

と思います.

本機も電圧増幅を1段にしたかっ

たのですが,出力管を固定バイアス

にしたため,グリッド･リークの抵

抗を50kJl以下にしなければなら

ず,やもうえず2段にしました.辛

れで2段になる場合の問題点をでき

るだけおさえるようにしました.

回路図

第1図は本磯の全回路図です.出

力管にPX4を使用し,これを上撥

的高い負荷抵抗で動作させていま

す.これは,ひずみ率をよくするた

めもありますが,それだけでなく,

出力管を直線性のよい状態で動作さ

せるためです.

直線性をよくすると,自然な音に

なります.ところが,これが平板的

な音に聞こえて,多少直線性のわる

いほうが躍動感があって,このほう

を好む人もあるかもしれません.

電圧増幅段は2段とし,いずれも

5687を使用しています.

●シャーシうえから見た各パーツ配置
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ンプット方式では,音質にかなり違

いがあり,チョーク･インプット方

式は,音が自然で,おおらかな音に

なり,これに対して,コンデンサ･

インプット方式は少しはなやかな感

じの音になります.この違いは何に

原因するか.電源インピーダンスの

違いのほかに,リプルの成分の違い

によると,考えています.

整流管には直熱管の5 Z 3を使用

しました.傍熱管の5AR4のほう

がB電圧が高くなって出力が大き

くとれますが,比較してみると, 5

AR4は5Z3に比べて,どうも押し

つけがましい音になり, 5Z3のほ

うがひかえめですが　なめらかな美

しい音になりましたので, 5Z3に

しました.

一般に内部抵抗の高い球は音が澄

んでいるようで,これはリプルの少

ないDCヒ一夕電源の音と共通す

るところがあり,この原因もリプル

の高調波成分が影響していると考え

ています.

平滑コンデンサは入力側が470

〟Fの電解コンデンサ,出力側が470

〟Fの電解コンデンサを2ヶ並列に

いれてあります.これは試聴テスト

してきめたもので,これにより音の

安定感が増しました.しかし,これ

だけ大容量のコンデンサでは,電源

を切った後,残留電荷が完全に放電

するまでにそうとう時間がかかり,

出力管がコールド･エミッションに

なる心配があるので,電源スイッ

チ･オフと同時に, 300 0の抵抗をと

おしてこの残留電荷を放電させるよ

うにしました.

また,入力側,出力側ともに6LLF

のMPコンデンサを並列にいれて

あります.これも試聴テストできめ

たもので　これを付加することによ

り,音がなめらかで　シツカリした

音になりました.電解コンデンサの
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80分の1の容量のPMコンデンサ

で音が変わるのは不思議です.

6LLFのMPコンデンサが音を変

える原因は,リプルの高調波成分の

吸収能力にあり,電酵コンデンサは,

この高次調波成分の吸収能力が低い

の?,これを補っている,と考えて

います.

電圧増幅段のB電源は,出力段の

B電圧の変動の影響をできるだけ受

けないようにすることが音質向上の

重要なポイントです.そのため,電

圧増幅段のB電源を別に設ける方

法もあり,私は長い間この方法をと

ってきました.しかし,この場合,

電流が少ないので　できるだけ簡易

なものですませようとして,シリコ

ン･ダイオードを使用して,平滑回

路もチョークを使用しないでCR

フィルタにしてきました.しかし,

これは問題で,小電流の電圧増幅段

の電源といえども,これではいけな

いことがわかりました.

しかし,出力段とおなじような電

源を電圧鞄幅段にも設けることは,

経済的にたいへんです.それで本磯

では,電圧増幅段のB電源は,出力

段のB電源と共用にしました.

電圧増幅段のB電源は,チョー

ク･インプットのチークの出力側か

ら直接とっていますが,これを出力

管のチョークのアウト側からとると

音がもたつきます.

電圧増幅段のB電源回路に30 H

のチョークをいれています.これを

いれることによって,音が澄んでき

ます.これをCRですませたい場合

は,そうとう段数をかさねる必要が

あります.

電圧増幅段のB電源のチョーク

の出力側の電解コンデンサを470

〟Fにし, 5IIFのフイルム･コンデン

サを並列にいれてありますが,これ

も試聴テストできめました. 470ljF

の電解コンデンサにより音が安定

し,また5FLFのフイルム･コンデン

サにより音の透明度が増しました.

これも,リプルの高次調波成分が

原因と考えています.これをよくす

るにしたがって,音がなめらかにな

り,さらによくすると,かすみに包

まれた背景が奥まで透きとおって見

えてくる感じで解線度の高い音に

なります.

従来のB電源の設計では,ハムが

第-の問題で　これにモータ･ボー

ディング現象の問題などを多少考慮

するていどでした.

しかし,高度の音質を追求するア

ンプではこれだけでは不十分です.

リブ)レ･フィルタとデカップリン

グ回路は,おなじはたらきをする面

があり,両者の区別は不明確ですが

リプルの高次調波成分除去回路と信

号のエンベロープ成分阻止回路のあ

いだにも同様なことがいえます.

これらは従来のリプル･フィルタ

やディカップリング回路よりも,コ

ンデンサの容量と質の要求がきびし

く,経済的負担がたいへんです.

これをどの程度にすればよいか

は,球の直線性とも関係し,定量的

にきめることは現状では困難で,経

験と試聴テストできめていくより方

法がありません.したがって,オー

ディオ･アンプは,まだ機械的に設

計できる段階ではないといえましょ

う.

電圧増幅段のB電源の出力側が

生IFのオイル･コンテサになってい

ますが,これは最初47i/Fの電解コ

ンデンサと並列にしてありました.

ところが電解コンデンサを取りはず

したほうが音がスッキリしました.

(つづく)
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