
武末数馬氏作801 A並列シ
ングル･アンプの半導体化

武未数馬氏が設計製作した801

A並列シングル(第1図, 1979年

9-11月号)は,真空管式オーディオ

用パワー･アンプの最高傑作だと思

います.本誌に発表された,武末氏

作801並列シングルのコピーは,価

れもが高I陛鱈です.基本設計が優秀

であることの証明です.

武末氏作801 A並列シングル実

機を1995年の半年間,手元に置い

てメンテナンスする機会を得まし

た.音色が華やか過ぎるとの評もあ

りましたが,優れた特性と音色に魅

せられて製作したコピー機(本誌97

年2月号)は,現在なお,私の基準ア

ンプとして常用しています.

武末氏作801 A並列シングルの

真空管を,多数キャリア素子である

パワーMOS-FETで置き換えまL

g4

た.素子特性は大きく異なりますが,

増幅回路の構成はほとんど同じで

す.ただし,以下に示す着眼点は,

オリジナルと異なります.

1)入力トランスを用いる.

2)低域,高域を早めに落とし,

帯揚幅を狭くする.

3)出力トランス2次側から前

段に負帰還する.

4)電源普防ぎアクティブ高調波

フィルタ(スイッチング電源の一種,以

下PFCと略す)のライン)オペレー

ト*.

書出カトランスがないアンプはOTL

(Output Transformer Less)アンプです

が,電源トランスのないアンプの通称はラ

イン･オペレートです(電源トランスレス

Power Transformer Lessではなく).

80l AをSiemens社パワー

MOS-FETで置き換える

Siemens社のパワーMOS-

FETは,業務として携わった素子

への愛着と安心感から,好んで使用

してきました.本アンプで,真空管

80lAを置き換えるパワーMOS-

FETはSiemens社のBUZ 357

です.

Siemens社Dr. Tihanyiが開発

したパワーMOS-FETの構造を第

2図に示します. Pウェル(またはP

ボディ)とN_ドリフト領域との接合

形状が平面に近いことが特徴で,育

耐圧化を容易にします.耐圧1000

Vを実現した最初のパワーMOS-

FETがBUZ 357です.高耐圧素子

は低耐庄素子に比へ　PN接合付近

(N_ドリフト領域)の不純物量が少な

いので結晶性が良く,キャリアのス

ピード(移動度:mobility)は速くな

ります.言い換えると,高周波特性

が良くなります. UY801の真空度

が高く,管内がクリーンでグリッ

ド･リーク電流が少なく,送信管に
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(第4図〉半導体式801 A並列シングル･アンプ酋層部

の低下と引き換えに真空管に勝るリ

ニアリティが得られます**.第6図

に80lAと3300のソース抵抗付

きBUZ357の出力特性を示しま

す. 30mA時, 80lAの飽和電圧は

200V, 3300ソース抵抗付き

BUZ357は10Vです.

電源電圧はオリジナルの600V

オリジナル

615V

より約200V低い380Vです.オ

リジナルの出力トランスはタンゴ

FW 50改ですが,本アンプではソフ

トンRW20を用います. 2次側負

荷が6mこ対し, 1次側インピーダ

ンスは5kJlです. 2次側負荷を8

0とすれig:', 1次側インピーダンス

は6.67kOです.アイドリング電流

を380V÷6.67kJ1-57mA (オリ

16

ジナルは60mA)に選べば　380､Ⅴ×

57mA÷2-10.8Wとオリジナル

の10Wに相当する出力が期待で

きます(飽和電圧を無視すれば).
筆書武末氏は｢出力ラインの抵抗値は極力

小さくすべきである｣と主張し,カソード抵

抗を用いることに否定的でした.

2パラ出力素子おのおの損失は

370Vx28.5mA-10.5W2パラ

半導体式

ラ　ジオ技術



(第8図〉前段の構成

前段の構成

第8回にオリジナルと半導体式の

諦段を示します.駆動段と同じ耐圧一.P. 
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1巻線のJS-266の方が低域特性は

若干伸びるようです.

出力トランス2次側から初段ソ
ースへ2段CRで負帰還しました.

低域での負帰還量を少なくし,下が

り気味の電圧ゲインを上昇させるた

めです.同時に,出力インピーダン

スを大きくし,定電流アンプとして

迫力ある低音を目指しました.ただ

し,中域から高域では走電圧アンプ

として,高域の上昇を抑制すること

も狙いです.

スピーカはライン･オペレートの

アンプ回路と同電位ですが,信号源

すなわちプリアンプとは絶縁されま

す.

筆意*コピー機(本誌97年2月号)におけ

る入力トランスは武未氏の勧めに従い前置
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〈第17図〉

界に近く,増幅段相互のひずみ打消

しは良好です.オリジナル(第15図)

と比べ, 100 Hz時の無ひずみ最大

出力が小さいものの,ひずみ率特陸

の傾向は似ています.

第16図に出力インピーダンス特

性を示します.無帰還時,中域でl

knと定電流アンプ並ですが,低域

高域に向かって急速に低下します.

負帰還時,中域で約6【一ですが,負

掃還量を加減した結果です.低域に

おける定電流アンプ動作を狙い, 50

Hz時に最大値を示しますが11.6

Rは中途半端な値です.正帰還すれ

ば大きくできますが,周波数常陸も

また盛り上がることになります.オ

リジナルは20 Hz～20kHzの可聴

司波数帯域で約3 A(第17図)一定で

す本アンプはオリジナルと比/ヽ

珪域と高域の変化が反対です.

オリジナルに比べて小形の入力ト

ランス,出力トランスが本アンプの

苛性を制約していますが,オリジナ
'レの性格を残しています.

試聴と感想

本アンプは武末氏設計801 A並

刊シングルを,増幅素子の不純物に

言目して半導体化しました.ケープ
'レ,コネクタの鍍金,半田など受動
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周波数(Hz)

武未氏作801 A並列シングル･アンプの出力インピーダンス特性

(本誌1979年10月号より引用)

部品に含まれる不純物量の違いによ

る音質が取りざたされますが,音質

に最も影響する筈の増幅素子に不純

物の少ないことが本機の特徴です.

オリジナルとは電源部が全く異な

るなど音質に影響する要素が多過ぎ

て,単純な聴き比べは不適当ですが,

先に製作したMOS版ロフテン･ホ

ワイト(2004年8月号)および私のリ

ファレンスであるオリジナルのコピ

ー(1997年2月号)とによる上蝿窺聴

結果は以下の通りです.ソースは日

本オーディオ協会製作のCD

｢IMPACT-2｣,スピーカは概略指

定箱入りのロイ-ネDV160を用

いました.ただし,モノ-ルです.

本アンプのf特が801Aシング

ル･コピーと比べ,わずかに高域寄

りであるにもかかわらず　801Aシ

ングル･コピーに比べれば本アン

プはやや低域寄りで華やかさが不

足します.低域におけるf特および

出力インピーダンスが盛り上がって

いるためでしょう.弦の場合には厚

みがありバランス良く響きます.回

路方式のまったく異なるMOS版

ロフチン･ホワイトが,中間の音色

を示すことは意外です.

今回は半導体素子に,動作原理が

真空管とおなじ不純物の少ない多数

キャリア素子に拘りましたが,次回

は少数キャリア素子(バイポーラ･ト

ランジスタ)で,武末氏の最高傑作に

勃騨貸します.

MOS-FETはBUZ 357を採用している
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