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工業力の発展は，オーディオ分野において

も一昔前には考えられなかった機能と性能

を備えた製品を手軽に，あるいは低廉に手

にすることができる現実をもたらしました．

その一方で，このように製品が満ち溢れる

なか，あえて自作に取り組む意義とは一体

何なのか，折々に考えさせられる状況でも

あります．しかしながら，高度に定型化さ

れた製品が豊富に提供されていても，その

結果の成否を決めているのはいったい何な

のか，実は相変わらずブラックボックスの

ままです．その中で一体何が起きているの

アンプを
出力側から眺める

一般的な認識では．アンプは入

力信号を増幅して負荷に出力する

もの．という一方通行の流れにな

っている，と思われています．け

れどもアンプとはもともと双方向

性を持っていて，出力側に信号を

与えると，それは入力例に遡って

きます（図1）．

現在流行している電動アシスト

付き自転車は，人間がペダルを踏

［図1］アンプの信号は波方向性を持っている
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か，本当にはわからない．わからないまま

に装置を使わざるを得ない現実がありま

す．否応なしに押し流されてゆくこの状況

に，まっすぐに踏み込んで主導権の奪還を

目指す．それが自作を通して志していると

ころではないかと思うのです．100年かか

ってオーディオ機器は大きく進歩してきま

した．そして100年後もいっそうオーディ

オ機器は深化しているでしょう．しかし，

どの時代にあってもどんな技術水準にあっ

ても，それらに対し主体性を持つか否かは

人間側に問われるのではないでしょうか．

み込む力に沿ってモーターでアシ

ストする，まさに増幅器です．さて，

そのアシストを搭載した自転車で

も上り坂に差しかかっだときには，

漕ぎ手は足にいっそう力を入れな

ければ坂を上れないのではないで

しょうか．また現代ではどの車

にも標準的に装備されているパワ

ーステアリングは　エンジンの力

によってハンドルの操舵力をアシ

ストする増幅器です．おかげで重

いはずのハンドルを楽々回すこと

ができます．しかし走行中，路面
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の荒れなどの外的な要因でタイヤ

が動かされたときに，その動きが

手に伝わってはこないでしょうか．

アンプとは入力信号に忠実に負

荷を動かしているもの，と思われ

がちですが　実は出力側からやっ

てきた力との合成になっているも

のです．なぜなら増幅器の働きは

機械機構で表すなら．挺子の動作

だからです（図2）．

アンプとは　人間が便宜上　こ

ちらを入力，こちらを出力，と呼

んでいるだけで　その実態は両方

N OUT

両辺が釣り合うように

アンプはアシストするもの

［図2］アンプの働きは健子にたとえるこ
とができる
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す．どんなにアシストしたとしても

入力側がインピーダンス0でドラ

イブされない限り出力の影響は入

力におよびますが，現実の入力例

の機器のインピーダンスは0では

ありえません．つまりアンプとは2

つの変換機をつなぎ　それぞれの

運動，性質を合成するものだとい

うことです．これは信号源がデジ

タル機器であっても変わることは

ありません．

こう考えると，入力機器と同じ

ようにスピーカーがマイクロフォン

として機能し拾い上げてくる，命

などの固有振動やスピーカーが置

かれている空間からの音波などが

結果に大きな影響を及ぼすことが

わかります．

し，C考察の勧め
オーディオ用途の増幅回路にお

いては，その構成要素はR主体の

モデル化がされています．実際に

も回路構成部品からしやCの存在

を率先して排除することを目指し
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決定づける要素であること，不要

な固有振動につながるものである

こと，そして，スピーカーネットワ

ークなどにおけるLやCの存在は

想定していた帯域制限への効果以

外に，意外なほど大きな望まぬ変

化をもたらしてしまうことを体感

されているからではないかと思わ

れます．

想定外の影響が大きいものは可

能な限り取り除こうとすることは

当然の流れだと思われますが現

実の回路構成部品がし，C．Rのす

べてを兼ね備えている以上，Lや

Cの働きを無視することなく，むし

ろ積極的に考察されることをお勧

めしだいと思います．

し，C．Rがあるということはメ

カニカルな運動をするということ

です．オーディオ用途において，

もっとも身近なそれはスピーカー

です．振動板という質量をエッジ

とダンパーというサスペンション

で保持しているのかスピーカーで

すが　これと同じ動作をし，C，R

を持つ部品すべてが行っています．
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［図4］磁化曲線の比較
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を試みます．

磁性体は機械動作する

オーディオ機器ではしを少しで

も排除したいという願望があるに

もかかわらず　電源部にはトラン

スがあります．しかもそれはオー

ディオ用途において一般的にコイ

ルとして好ましいとされる空芯で

はなぐ　コア材が用いられていま

す．このような構成ですから，大

きな影響があるのは間違いないこ

とは誰もが認めるところですが

かといって排除することもできず

いまも回路内にあり続けています．

図3はトランスの動作を説明す

るときに使われる図ですが　これ

はスピーカーの動作とまったく同

じです．横軸はスピーカーでは振

動板のストロークです．このヒス

テリシス曲線が行きと帰りで左右

に大きく開いているということば

ロングストロークなスピーカーと

いうことになります．スピーカーで

いうなら．振動板が小さくでもス

トロークで稼ぐことができるタイ
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［図5］アモルファス合金など高い透
磁率でコアに適する材料



有運動の重畳はなるべく低減した

い．すると，大きくストロークさせ

ないために大面積で小ストローク

な動作になるよう，磁性体をより

多く使う設計にする．また　通過

時のインピーダンスをなるべく低

くしたいわけですから，通常設計

の2次巻線では取り出せる電流に

応じた線径を選択するところを，

あえてより大きな線径とし．巻線

抵抗を小さくする，などが用いら

れてきましだ

工業の発展の恩恵で現代では

少量でも特注のトランスを巻いて
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がありますが　十数年前，アモル

ファスのトランスを用いて良好な

結果を得ることができましたので

今回も最新のアモルファスのカッ

トコアで製作してもらうことにしま

した　当時，アモルファスに注目

したのは，これまでに述べてきた

磁性体の機械動作が　スピーカー

のストロークの違う方式のものに

変えたのと同様の現れ方をしてい

ると判断したからです．その一方

で　その採用は同時に整流回路の

ほかの部品の性質を大きく浮かび

上がらせ，それらの再吟味を行う

トランスが接続されている時間は

短い→コンデンサーが主体

電流ノイズは多い

トランスが接続されている時間は

長い→トランスが主体

→トランス性能が問われる

電流ノイズは少ない

チョーク＋小容量コンデンサー型

［図8］　チョーク＋小容量平滑コンデンサーの提案

フライホイールを　　　　素子を選別して　　　　　電圧損失を最小にして

重くする　　　　　　　シンプル化　　　　　　歪率子持を欲張らない

¢　　　　　¢　　　　　　¢
フライホイールを　　　DCサーボを使用して　　　位相補正ブーストを用いて

軽くする　　　　　素子の入手性を優先　　　　債歪み・広帯域を目指す

台目的な選択の主導権は帯に殿静香iこある

［図9］　設計のポイント
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うな動作が望まれるわけですが

今回はそれをパワーMOS－FETを

用いた同期整流回路で提案しまし

た（図6）．

平滑コンデンサーについては

近年の太陽光発電施設の発展にと

もない，続々と市場に登場してい

るパワーエレクトロニクスのため

のフイルムコンデンサー（図7）に

注目しました　目を見張るのは，

小容量でも大電流の供給能力に優

れる点です．電解コンデンサーで

は　ここまでの電流供給能力を持

たせるためには相当の大容量が必

要になってしまいます．そこでチ

ョーク入力型の利点を最大限に生

かし．平滑コンデンサー容量を最

小限とする整流回路も提案しまし

た（図8）．

家庭で用いられる三徳包丁（万

能包丁）は．広く応用が利くもの

になっています．しかし，より高

性能を目指すときには，目的を特

化したものを用います．同様に個々

人の使用するオーディオ機器も，

部屋も．好む音楽も，そしてその

身体も皆　異なっています．自作

とは　広く世に問う製品とは異な

り，自分のために特化したもっと

も合目的な一つを選択することが

できます．

これまでに示した提案や作例を

そのままデッドコピーすることより

も，個々の目的に応じて取捨選択

するための選択肢として，自作の

パレット上にそれらが並べられ，

用いられることを私は願っていま

す（図9）．




