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（27）定電流回路の性質と使いかた②石塚峻

定電流回路より

抵抗だけのほうが音はよい

定離，定電流回路は，そのむか

し安定化電源と呼ばれていました

直流まで閉回路ゲインを持っていた

直流アンプでは電源電圧のリップ

ルまでを含めた変動によってアンプ

出力に小さくない直流まで出てくる

始末で　電源の変動をある一定値ま

で抑え込まねばならず　入力付近に

手を近づけただけでドリフトとは

恐ろしくて呼べないくらいの出力が

現れていた時代があったのです．こ

れでは音を云々する以前の話です．

真空管を使った差動アンプも，音

を聴く以前のレベルでしたし，何と

か差動アンプにできる唯一の5755

（グックーのないものに限る）はたいへん

な価格でありながら，このうえなく

つまらない音しか出ませんでした

モノリシックによる差動ペアでな
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い限り差動アンプは実用にならず

まだ実用になったからといって“音

がいい”ことにはならないのです．

安定化電源は　オフセット電匠やド

リフトによる変動でスピーカが簡単

に飛ぶ時代の苦し紛れの産物であっ

たのです．定電圧などとはとても呼

べない時代でした

その時代の典型的な電源電圧の安

定化回路を第1図に示します．一応

定電圧回路のつもりですが現在で

は3端子レギュレークと同様に，整

流電源をそのままつないだ場合以上

に音は見事に劣化します．スピーカ

を飛ばすことはあっても，安定イ腕重

源を止めて整流電源を直接電源端子

につなぐべきだ　などとは　とても

できる話ではありませんでした

私の言部霞では「安定イ脹i源ではな

く定電圧電源と呼ばれるようになっ

た電源，つまり，電源の定電圧性は

格段に向上してはいるが　音は悪く

なる」という勇気ある発言を

されたのは，ご存じの別府俊

幸氏でした．誰かが最初の発

言をすれば　あとのひとはた

いへん楽になります．

定電流回路比　定電圧電源

回路の電流制限が始まりであ

〈第1図〉
初期の安定化電源．VBEとツェナー電圧の
逓倍なのでVoutは見事にドリフトする．RL
を定電流回路にすると多少の安定性と引き
かえに音は悪化した　ツェナーのブリーダ
抵抗も出力から取ると昔はよくない

〈第2図〉閉回路定電流罷源．接地電源に
もならないし．電流制限に使った程度．
第1図より安定にはならない

った　つまり，電圧にある抵抗値を

与えた派生的なものたったのです．

定電流回路は定電圧回路ほどの安定

性を持っていなかった，というのが

実態です．定電圧回路は基準電圧を

逓倍していますが　一方，基準定電

流というものはありません．

かつて2SK30というJ－FETが

あり，100個にl個くらいの割合で

第3図のようにIDSSの温度係数がほ

とんどゼロのQポイントになったも

のありました．ただなにせリードを

下手に曲げると，モールドにひびが

入り使えなくなるようなものでし

た改善された30Aになって，特性

が変わってしまいました．ではどう

するか．基準輔に抵抗を渡し，結

果として電流を得るしかありません．

有り体にいえば　定離回路の派生

物であることに変わりがないのです．
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符号が反対の－3000PPM（－2．2mV／

℃）です．悪いというより，温度が増

幅の源だからです．

ちなみに金属被膜抵抗は100PPM

程度，比較的精密な巻線抵抗で25

PPM／／／℃（例：スフェルニース）一50

PPM／／／℃（例：テールNS型）ですが

安価な勘用巻線型はこんなもので

はありません5PPM／℃という究

極の数値を持っているのかビシェイ

などのバルク・メタ）レ抵抗です．

温度係数のよしあしと一部の性能

は見事にリンクします．差動アンプ

を作って同相抑圧比を測ると．カー

ボン抵抗では40－50dBがやっと

ですが　金属被膜抵抗以上では　そ

の気になりさえすれば選別によっ

て．80dBを得ることができます．

それではバルク・メタル抵抗を使

えば最良の音になるかといえば　そ

うはいかなかいのです．現状ではテ

ールの無誘導巻線抵抗（NS型）が　高

域の甘さを指摘されながらも最もよ

いかと思われます．

こうしてみると，TL341の温度

係数の50PPM／／／℃という基準電圧

がたいへんなものだ　ということが

わかります．

データ・シートでは0．4mA流せ

I汁分，とされていますが　音はカ

ソードの電流値で変わり，4－5

mAがもっともよい言という感じが

あります，

3端子レギュレータの音は悪

い，定電流モードにしてもタメ
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1〈第5図〉

音を悪くしない3端
子レギュレークの
使いかた

▼〈第6図〉

これ以上は悪くなら
ない電流モード使
↓ヽ

io i　 ト

バンドギャップ・リファレンスを

使った定電圧回路の1つが第6図の

3端子レギュレークです．初期のデ

ィスクリート型に比べて定離性に

優れていることはいうまでもありま

せんが音を聴いた限り，使いもの

になりませんでした　電圧一定とい

う条件下なら！指も悪くならないの

ですが　この条件なら使わなくても

いいのです．

第7図のような電流モードでの便

W

〈第8図〉ト
抵抗の消費穏カ．
25℃未満で最大電
力が使える理由

▼〈第9図〉
左は電流制限回路

だが．定電流とは
いえない．右はIC

ならうまく行くらし
いが…

〈第7図〉TL731を使った定電流回路．も
を流すにはR2．50となり．Rは2．5W消
費する

用法は安定度がとれない．と私は考

えていたのですが　モトローラのデ

ータ・シートに電流モードの利用例

が載っています．私がテストした時

期よりあとで改善されたのでしょ

う．ただし，3靖子レギュレークの

電流モード使用はこれ以上ないほど

悪い音がします．音は汚くあいまい

て　角か取れた情けない音です．小

ざれいですらないのです．

最大出力
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無効電力があまりにも大きい

TL431を使った定電流回路

TL431のリファレンス電圧はお

およそ2．5Vです定電流回路にす

るには2．5Vに釘付けした抵抗器

に流す電流を取り出す格好です．す

ると．lAを取り出すには2．5露を

与えることになり，ここで2．5W消

費されます．定電流負荷に，ではな

く，定職のために2．5Wを抵抗に

食わしているのです．

2A3のように2．5Aの電流が必

要になると，2．5VにIQの抵抗器

を入れて都合6．25W食わせること

になります．4Aだったら10Wに

もなります．さらに，2010年11月

号で発表した改良型では，出力トラ

ンジスタのカスコード化によってさ

らに消費電力が糊口しています．

ここで抵抗はどれだけ電力を消

費できるか考えて見ましょう．

たとえば7Wと表示された電力

消費用抵掟器は現実には7W消費

できません．抵抗のワッテージは周

囲温度が25℃に収まっている前提

で表示されています．表示されてい

るのは最大消費電力であって，それ

は抵抗器本体および周囲の温度が25

℃未満である前提です．

軍用の巻線抵抗は表示された値

が最大値ではなく，使用可能温度も

汎用品よりはるかに高いので短時

間ならば素手で触れて火傷するくら

いの温度で使っても何とかなります

が隣接したパーツやデバイスは壊

れます．しかし．汎胴抵抗はそのま

曲R

リファレンス

re註

蔀

カソード（CA）

アノード（A）

〈第10図〉
TrとのⅤ腿と
TL431のCA

～ref問電圧

はつねに等し
いので　出力

電圧はT。。に
影響されない

えに燃え切れてしまいます．

使用電力の目安は，テールのNS

型のような軍用相当品で表示の3倍

汎用品なら10倍を目安とします．2

A3を電流点火したければ　テール

で20W，汎用品ならば50Wでも

不足と思ってください．

フアンを回して強制空冷する場合

は話が別です．抵抗器の音のよしあ

しも話は別です．

TL431にもメリットがある

第9図のようにV。Eを基準電圧と

し，ベース～接地問に抵抗を入れる

と．もっとも単純な定電流回路にな

ります．ただし実用にはなりません

－3000PPMという温慶係数に加え

て．アーリ効果丸出しですから．最

初期の定電圧回路の安定性よりも数

段劣ります．

エミッター接地間に抵抗を入れる

と，定電流性は飛躍的に向上します．

抵抗とV。Bの温匪係数が反対ですか

ら打ち消しが起こり，なおかつ抵抗

にかかる電圧が26mV

‾一丁　論詰誓驚
Vcc

＿＿⊥

i＝Vcc／R

〈第11図〉最も単純なⅤ。。依存症電流回路
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イスグ）－ト回路で作っ

てトランジスタとエミッ

タ抵抗の温度が揃うわけ

がありません．Ⅴ腿はド

リフトします．こういう打ち消しも

どきを使って音がよくなったことは

ただの一度もないのです．一見特性

がよさそうで実は音が悪い代表で

す．

一方　第10図のTL431のブロ

ック・ダイアグラム中に示されてい

るツェナー記号のデバイスは2．440

V～2．550Vで温度係数50PPMの

電圧源です．ということば挿入す

る抵抗が50PPMの温度係数であれ

ば温度係数は0になる理屈ですが

抵抗は相応に発熟して抵抗値は増大

し，電流値はわずかながら下がる方

向です．

ここではっきりいえるのはV。E

を基準にした定電流回路は特性は

整えられるものの，音はたいへん悪

いものだということです．音を悪く

する回路を使ってはいけません．

TL431を使った定電流回路は例

外的に音を悪くしなかったのです．

ディスクリート回路ならエミッタ

面稿比による電流逓増もP型

トランジスタも使える

整流電源をⅤ。。として．対地間に

Rという抵抗を入れた第11図の回

路ではⅤ。。／R＝Iという電流が流

れVCCさえ一定ならばIは定電

流です．整流電源というものはほぼ

一定の電流を流していると，意外な

ほど安定です．電灯線霞圧のふらつ

きは大昔のことなのです．

実は　第12図のカレント・ミラ

ー回路の直流動作がこのⅤ∝依存型

の定電流回路です．カレント・ミラ

ーというくらいですから，入力電流

と出力電流が対称になり，lAの入

力に対して出力もlAになり，電流

は2倍必要になる道理です．

出力電流の倍が必要となると．電

力食いと文句を付けたTL431基準

の足蹴回路どころの非効率ではあ

ラ　ジオ技術



アーl）電圧が実に800Vにまで増大

する計算です．

ICの中ではVrEはむしろ温度係

数打ち消しの目的に使用されていま

すが　ディスク）－トでは使うべき

ではない曲芸ですから，VrEはそこ

そこの値に収めるべきで　決してl

Vや2Vにすべきではありません．

TL431基準の定電流回路はトラ

ンジスタがバンドギャップ・リファ

レンス電圧に従属しているからこそ

安定なのです．

実際の定電流回路

はなはだくどい説明を続けました

が　それだけ定電流回路は安定させ

るだけでもたいへんなのに，音を悪

くする要素に事欠くことがないとい

う，2重に面倒なものです，

しかしいくら面倒でも，ムーヴイ

ング・コイルを線形駆動できるのは

電流出力アンプであり，真空管には

電流点火が必要なのです．

友人の一人はWE－555のフィー

ルド“ユキサイタを定電流駆動し，

真空管のフィラメントとヒ一夕もま

た定電流点火しています．その彼か

ら「音は改善されたのだろうが改

良カスコード型定電流回路はあまり

にも非効率で　アンプの大半を定電

流点火装置が占めてしまう」と苦情

が来ました．

A1358　　　　A1358

〈第16図〉
TrEとVAの関係

R 2 R 4

T ，3 T rZ

○ T ，4

Io ・U

串中n

カ
Trl，2β：25A1358

T，4　　：MJE2955

V，［＝0でⅧ（7－リ電圧）

∨ぽこZemAで2V

Vたこ104mAで10Y

韓i：cc
帯

VCC

〈第17図〉効率のよい対接地負荷の定電流回路．I。＝n・1．n．R3＝10R4となる

例の対称巻OPT，BEやP－5Kで

EL34アンプを組み，ヒ一夕の定電

流点火に至った斎木康順氏からも

「ここまで大仕掛けになると．とて

も手を出せない」と批判されました．

上記のウェスタン氏は，目の前で指

定どおりに組ませるか，一歩譲って，

指定部品と配置を決めてやらないと

ほとんどの人には製作は無理だっ

た．という経験を伝えてきました

回路図と注意書きだけでは手に負え

MJ［2955

1　　　　　　　 1　　　　　　　　 0．1 6．3V

着く：

′
4・2 1

〈第18図〉EL34点火用定電流回路．Trはすべてヒート・シンクで熱結合する

110

ないのでしょう．

第17図の回路は　東芝の2SA

1358とモトローラのMJE2955の

エミッタ面積比がほぼ1：10で

TL431よりずっとコンパクトになり

ますが　B電流とコアが共通のヒ一

夕巻線の場合，VCCと電流値が下

がりますから，気になる場合微調整

が必要です．大部分の真空管のフィ

ラメント・ヒ一夕点火なら，この2

品種のトランジスタで対応できます．

とはいっても，個別の真空管に適

合した定数と電力定格を定め，部品

位置を決定するのはそれほど簡単で

はありません　一例として，第18

図のEL34用の6．3V／1．5A用定

電流回路を考えて見ましたがTL

431を使った回路と比べて，電源ト

ランスの容量は半漉します．

もし使用希望のかたがおられまし

たら．必要な事項を明記していただ

ければ実費でセット一式をご提供

することも考えています．
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