
オーディオ･ヒントと対策

ノイズ退治に成功すると

音に静けさがプラスされる･･･

★デジタル･ソースを迎えるにはシステムのDレンジを改善しなくては

はしぐらすみひさ

橋口住久

士に楽再生の歴史をぶりかえってみ
自　ると,周波数範囲の拡大とダイ

ナミック･レンジの弦大のための努力

の歴史,ノイズやひずみとの戦いの歴

史であったといえましょう.

周波数範囲については,低域側に不

満が残るものの,いちおう,可聴周波

数範囲をカバーできるようになってい

ADRES, dbxなどがそれです.ノ

イズ･レベルを低減し,ひずみの改善

にも著しく有効なのがPCM方式で,

ディスク再生においても,近々DAD

が出現して,00腿にもおよぶダイナミ

ック･レンジを楽しむことができるよ

うになろうとしています.

このように大きいダイナミック･レ

ンジをもつソースが供給されたとき,
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ダイナミック･レンジは,ディスク

では約50dB程度C,上限は最大カッテ

ィング･レベル,下限はスクラッチ･

ノイズかマスター･テープのビス･ノ

イズ･レベルできまります.

テープの場合のダイナミック･レン

ジは, MOLとビス･ノイズ･レベル

できまります.

上限を大きくすることは,物理的に

いろいろの困難があって容易ではなく

回路的には下限のノイズ･レベルの低

域のための研究が行われています.

たとえば,テープにおけるDolby,

これをじゅうぶんに楽しむためには,

再生システムのダイナミック･レンジ

那,これを上まわっていなければなり

ません.

はじめは暗騒音時のノイ

ズ発生源をチェック

システムのスイッチを入れるまえ

に,いつものリスニング･ポジション

に座って,目をつむってみましょう.

どんな音がきこえますか?

きこえるのか,自分の呼吸の音と耳

の中を流れる血流の音だけなら理想的

です.都会に住む諸兄にとっては,こ

んな理想状態は　年間に数日(正月3

が日の深夜)くらいのものでしょう･

地方都市の町はずれに住んでいて

ら,こんな理想的な状態に出会うの

は, 1月から4月の風のない深夜だけ

I,それ以外の時期には,蛙の声,忠

の音,川の音などがきこえできます･

都会では,外を走る自動車の音,近

陵のピアノやテレビの音,夏ならクー

ラー,冬ならヒーターの音, etc, etc,

これらの生活苦が気にならなくなる深

夜から明け方を選んで,システムのチ

ェックをしてみましょう.

まずテスト･レコードを1枚, 80

のセメント抵抗(柳W程度)を2本,チ

スタ,そしてできればオシロスコープ

を1台用意します.

さて,スイッチを入れるまえに,秦

の中で発生している音が,リスユング

.ポジションできこえなくなるように

工夫します.

冷蔵庫のモータの音,時計のセコン

ドの昔,けい光灯などの照明器具の音

など,ひとつひとつきこえなくなるよ

うにします.

そんな状態でアンプの

スイッチをONすると

それがすんだら,システムのスイッ

チを入れてみましょう.ボリュームは

しはりきっておきます.

アンプのトランスはうなっていませ

んか?フォノ･モータは静かにまわっ
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ていますか?フォノ･モータは無負荷

では静かでも,ディスクをのせて針圧

をかけるとうなるものがあります.こ

んなときには,プレーヤに大きいタン

ボール箱をかぶせて,うなりがきこえ

なくなるようにします.もっと徹底的

に密閉できる木箱に入れてしまうのも

よいでしょう.アンプのトランスのう

なりの対策はなかなかむづかしいもの

です.トランスのコアだけがうなって

いるときには,ボルト･ナットのしめ

つけを強くします.トランスとシャシ

がいっしょに鼓動しているときには,

シャンに厚手の接着テープ(ジュータ

ン用両面テープなど)をはりつけて,鳴

きを止めます.

トランスのうなりも,負荷が重くな

ると出やすくなります.アンプの出力

端子にスピーカの代りに8 0の抵抗を

接続して,フル･ボリュームで音楽を

します.以下のチェックは,本当はス

ピーカ端子に8nのヘッドホンをつな

いで行いたいところですが,うっかり

すると,ヘッドホンを破掘することに

なるので,できれば, 10-16mの高能

率のフルレンジを使いたいところで

す.

ポリェ-ムをしぼった状態でウ-フ

ァに耳を近付けてみます.ハムやバズ

が出ていなければOKです.

バズが出ているときは,メイン･ア

ンプ内の配線(ハンダ付の不良か,チ

ンプの発寂ですから,これをさがし出

して止めます.

ハムがあるときには,電源平滑コン

デンサの不足,整流ブリッジの不良,

電圧増幅段の動作点の不適当などが考

えられます.

アイドリング電流が少ないB級やA

B級動作のアンプでは,この状態でハ

再生してトランスのうなりをみます.

フルロードで全くうなりがないのが理

想ですが,市販のアンプでは,多少と

もうなりが出ることでしょう.

アンプやフォノ･モータを,スピー

カのある部屋とは別の部屋に配置でき

れば,うなりの点でも簡単ですし,後

に述べる-ウリング対策としても有効

です.

無信号時の

アンプ･ノイズをチェック

さて,ボリュームをしぼって, 80

の抵現をとりはずし,スピーカを接続
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ムが出ることはほとんどありません.

A級アンプでは,アイドリング電流が

大きいので,コンデンサ容量不足でハ

ムが出ることがあります.アイドリン

グ電流lAt, 30,(XX)pFX2くらいの

容量はほしいところです.

つきにスコーカやトゥイ一夕に耳を

近付けてみましょう.全く何もきこえ

なければ正常です.サー,ザーという

ノイズがきこえるとすれば,そのメイ

ン･アンプはノイズが多いといえま

す.

もちろん,スピーカの能率によって

もノイズのきこえ方はちがいます.餐

開塾ブックシェルフ･タイプは低能率

ですから,ノイズがきこえにくいでし

ょう.ヘッドホンでためしでみて,な

にも出ていなければ理想的です.

入力を短絡して

アンプ･ノイズをチェック

プリアンプのMM入力に,専用の短

絡片(なければピンプラグで作る)をさし

込んで入力を短絡します.入力セレク

タをMMに切りかえ,ボリュームを最

大にします.スピーカからハムが出る

ときには,プリアンプ電源のリプル退

治,信号ラインの引きまわしを電源ト

ランスの位置や,向きの関係を変えて

-ム退治をします.

プリアンプやヘッドアンプを自作す

るときには,電源は必ず外付けとし

て,アンプ内には決して交流を引き込

まないことです.電池駆動にすれば理

想的です.自動車用の12V鉛蓄電池

ら, I個A,α妙円くらいで手に入りま

すから,大いに利用すべきです. ±24

Vの電源として,ヘッドアンプ,プリ

アンプ,メインのドライバ段を全部ま

かなっても蓄電池4本約16,(関田の授

賞でハムになやまされることが全くな

くなります.

信号の経路は,入力端子から出力端

子まで一直線になるように配置しま

す.スイッチ,ボリューム･コントロ

ールへの引きまわしも,長々と引っは

るのをやめ,基板に直接取付けて,シ

ャフトを延長して使うようにします.

同じように

MC入力の場合もチェック

つきにMCのチェックをします.ヘ

ッドアンプを外付けにする場合には,

ボリュームをしぼって,入力セレクタ

をMM以外のポジションに活き, MM

入力にヘッドアンプ出力を接続しま

す.ヘッドアンプ入力は短絡しておき

ます.ボリュームを上げてハムをしら

べます.
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抵抗を接擬します.

オシロスコープをAC入力にして,

入力切換レンジを最大(左いっぱい)に

しておきます.時間軸は10ms/皿くら

いにしておきます,プローブを電源の

プラス側に接続し,プローブのアース

端子(ミノムシ)をアースに接続しま

す.

オシロスコープの入力切換レンジを

しだいに高感度側にしていくと,第1

図のようなリプル波形がみられます.

最高感度(プローブ付きのときは50mV/

cm)でもみえIj:いときは,プローブを

除いて,直接オシロスコープに入力し

ます.このときの感度は, 5mV/00ま

たは2mⅤ/mでしょう. ×5のマダニ

ファイアがあればlmV/mまたは

0.4mV/蝕にすることができます.

第1図(a)のように,リプル波形の高

さがそろっているのかふつうです.ど

きには(b)のように, 1つおきに高さが

ちかうことがあります.これは, 50Hz

(60Ⅲ)の成分が残っているためで整流

器の不良によることが多いようです.

ディスクをまわして音楽を再生しま

す.フル･ポリームにすると,リプル

の波高値が大きくなるとともに,第2

図のように,リプル波形の上に,音楽

信号の波形が乗って_きます･

リプルが培えるのは, B級やAB級

動作のアンプでは,出力段トランジス

タに流れる電流分がふえるため?,辛

滑コンデンサの容量の不足,トランス

巻線の抵抗,巻線やコアの容量不足が

原因です.フル･ポリェームでリプル

が5mVp-p以下ならよいでしょう.

信号波がもれるのは,電源インピー

ダンスがじゅうぶん低くないためC,

対策としては,平滑コンデンサを大き

くすること,シャント･レギュレ一夕

を使うことなどが有効です.

シリーズ･レギュレ-タは,高い周

波数でのインピーダンスがじゅうぶん

小さくなく,これを補うために,コン

デンサを挿入すると発振することがあ
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<第2図>

るなど,なかなか理想的には働いてく

れません.

25W AB級アンプ(10WまでA級)

で,平滑コンデンサに68,(欣)F'FX2を

用いたとき,第i2図のような信号波と

リプルが5mVp-p程度現れました.

これをおさえようとして平滑コンデン

サを大きくして行くと,スイッチ･オ

ンのラッシュ電流で,整流器が焼けて

しまいます.また,半サイクル毎のチ

ャージ･アップ電流が,スパイク状に

流れるために,信号経路にバズ･ノイ

ズを誘導してしまいます.

電源ノイズに有利なのは

この方法だ

静かなアンプ用におすすめできる電

源は,たとえば10W A級アンプを例

にとれば,

大容量トランス(容量300VA程度)

+大容量整流器(25A～35Aクラス) +

チョーク入力型平滑回路(lH, lA) +

大容量平滑コンデンサ(0 2FX2以上)

を総皮専用とし,同じ構成で,さらに

定電流回路とシャント･レギュレ一夕

を付加した安定化電源を,ドライバ以

前の段に共用することです.前述のよ

うに,ドライバ以前の段は,バッテリ

駆動という手もじゅうぶん可能性があ

ります(むしろ望ましい).

チョーク入力型平滑回路は,真空管

時代の高級機にはよく使われました.

トランジスタ時代になって,取扱う電

流が大きくなると,全く使われなくな

りました.

しかし,チョーク入力型は,コンデ

ンサ入力型に比べて,ずっとすぐれた

回路です.

コンデンサ入力型では,スパイク状

のきわめて大きい(数100A)のチャー

ジ･アップ電流が流れますが,チョー

ク入力型では,これがありません,し

たがって,同じトランスや整流器を使

ったときには,チョーク入力型の方が

大きい直流電流がとれます.レギュレ

ーションも,チョーク入力型の方がす

ぐれています.

コンデンサ入力型では平滑コンデン

サを大きくすると,整流器が焼けてし

まいますが,チョーク入力型では,そ

んな心配は全くありません.したがっ

て,電源のインピーダンスを下げるの

に必要なだけ,いくらでもコンデンサ

を大きくすることができます.

チョーク入力型の欠点は,チョーク

･コイルが高価で重いことです.重さ

の点はがまんすることにして,電源ト

ランスをチョーク･コイルに流用する

ことができます.チョーク･コイル

は,コアにギャップが設けてあって,

直流磁束で飽和しないようになってい

ますが,トランスにはギャップがあり

ません,ですから,直流電流を流した

ときに,コアが飽和していないような

使い方をすることが必要です.

秋葉原のパーツ屋の店頭に, 300VA

程度の特注流れのトランスが並んでい

ることがあります. 1個3,00)円前後

で入手できますから,いくつか買いこ

んでおくと便利です.この種のトラン

スを電源トランスとチョーク･コイル

に使いわけるのです.

第3図はチョーク入力型電源の実例

で, A級10Wのメイン･アンプの終段
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用です.コンデンサには1960年代のふ

るものを,やはり秋葉原でさがしてき

て,使っています. 33,OWFIF50Vと,

68,(欣)F･F 25Vを併せて,約400,蝋)p

FX2にしてあります.

この電源1, I.5A DCの負荷電流

をとったとき,リプルと信号のもれは

オシロスコープでは全くみえない程度

(0.05mVp-p以下)になっています.

メイン･アンプのドライバ段やプリ

アンプ,ヘッドアンプの電源は,電圧

を安定化する方がよいのですが,ふつ

うに用いられているシリーズ･レギュ

レ一夕は,高い周波数での特性に問題

があって,おもしろくありません.

定電流回路とシャント･レギュレ一

夕を組み合せて使った方が,よい結果

が得られます.

定電流回路はシンプルな方がよく,

第4図のような回路でじゅうぶんで

す.電源電圧に余裕があるときには,

抵抗を使ってもよいでしょう.

トランジスタやFETを2本以上使

った帰還型の定電流回路は,設計,覗

整がむずかしく,不安定で発振したり

しやすいようです.高い周波数での特

性にもあまり感心しません.

シャント･レギュレ一夕はメイン･

アンプの終段のアイドリング電流の設

定に使われるものと同じです(第6図).

この回路に流しておく電流は,負荷

電流とほぼ等しくします.そして,そ

の電流がこの回路の定電圧特性の中央

付近にくるように設計します.

このような対策をしたロー･ノイズ

電源を使うと,システムは一段と静か

になります.

トランジスタ･ラジオを放送局のな

いところに同調して,アンプの電源に

近付けてみましょう.

上に述べたようなロー･ノイズ電源

では,トランジスタ･ラジオから出る

音には変りがありませんが,ふつうの

コンデンサ入力型電源にラジオを近付

けると,ひどい交流音がきこえます.
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<第3図>
チョーク

入力型電源

の例
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のノイズ対策

つきに,アンプ内部で発生するノイ

ズの対策を考えてみましょう.

抵抗から発生する熱雑音や,電流が

流れているトランジスタやダイオード

から発生するショット･ノイズは,ス

ペクトルが平坦で,スピーカからきこ

える音は,サーという感じです.これ

らのノイズが問題になることは,あま

りありません.

電流が流れているところから発生す

るノイズには, 1/fノイズがありま

す.これは,ノイズ･パワーが周波数

に反比例するスペクトルをもち,スピ

ーカから出る音は,ゴーという音の中

に,小さい人声が混じっているような

感じになります.

I/f　ノイズは,体積が小さいところ

を電流が流れると生じやすいのです.

アンプの中には, DCバランス調整や

アイドリング調整用のVRがあって,

これらには直流が流れています. VR

では,抵抗膜と摺動片が狭い面積で接

触していますから,ここに直流が流れ

ると,大きい1/fノイズを発生しま

す.真空管時代にはVRには直流を流

さないのか常識でした.いかに部品の

性能が向上したとはいえ,今日でも,

やはりVRには直流を流したくないも

のです.

アンプを自作するときには, VRで

調整したら,それをテスタで測定し

て,固定抵抗におきかえるとよいでし

ょう.裸特性のノイズやひずみが一段

と向上します.ドリフトも小さくなり

ます.

回路に使う抵抗も, %Wや%Wより

も,体積が大きい%WやlWのものを

くく第4図>

定電流回路の例

<第5図>>

シャント･レギ

ュレ一夕回路

使うとよいでしょう.

把抗に定格いっぱいの電流(たとえ

ばlkny2Wなら1 -′ノテ7百一三15mA)を

一昼夜流してやります.こうすると,

接触の不安定な部分が焼き切れたりし

て,安定なロー･ノイズ抵抗が得られ

ます

◇　　　◇　　　◇

これまで　静かなシステムを実現す

るために実験したことを,まとまりな

く述べましたが,諸兄の参考になれば

幸いです.

(以上)
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