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AES＆IEEEのレポートを熟読する

真空管とトランジスタの書の違いについて

丹野哲男

真空管アンプとトランジスタ・アンプの音質の違い

について，米国で発表された，非常に参考になる論文

が2つ存在する．

この論文，かねてから気になっていたのだが　中々

読む機会がなかった　しかし，せっかくの夏休み？な

ので　じっくり全文を読み込んでみた．中々面白かっ

たので　ここにまとめてご紹介したい．

知っておきたい2つの論文

まず1つ日の論文は　オーディオ技術協会（AES）か

らのものである．1972年ニューヨークで開催された

第43回AESコンベンションにて発表され翌年，同

協会のジャーナルに「真空管対トランジスタ」というタ

イトルで掲載された．

2つ目は電気電子技術協会（ⅢEE）の発行するスペ

クトラムという「股向け雑誌（論文誌ではなく）の1998

年8月号の特集言辞．「真空管のクールな音」として掲

載されたもの，

因みにSpectrum議はIEEEの論文誌ではなくや

やレベルの高い一般向け科学誌として編集発行されて

いる．

真空管対トランジスタ：違いは聴き分けられ

る？

では　AESのリポートを見てみよう．

著者はラッセル・ハム氏．NYの著名な録音スタジ

オであるシアー・サウンド・スタジオの人である．

レポートはこう始まる．

「今まで真空管の音とトランジスタの音について議

論が重ねられて来た．実ば）ニア領域での周波数特陸，

盃率，ノイズでは大きな違いはないことが分かってい

る．しかし．アンプは時にオーバーロード状態（THD

30％）となり，その場合は真空管，トランジスタ．オ

ペアンプの違いがはっきりする．」

以下に，このリポートから，興味のありそうな部分

をまとめてみた
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音が悪いので有名な録音スタジオでのことである．

備え付けのコンソールを使わずに．Ampexのポータ

ブルミキサーにマイクをつないたら，素晴らしい音が

取れたことがある．調べたところ，マイクの出力レベ

ルのデータをそのまま（トランジスタ式の）コンソールの

アンプ設計に使うのは間違いだと分かった．実際に測

定したら想定よりも20dBも高いピーク音が見つかっ

たからだ古いミキサーには真空管が使われており，

歪み感がないことからオーバーロードしても気付かな

かったのだろう．

音が凄く大きいにもかかわらずク当）アなポップミ

ュージックのスタジオ録音を聴いたら，そのスタジオ

で使用したアンプを確認してみた　すべてのケースで

真空管アンプを使用していることが分かった

様々な調査から，真空管とトランジスタの音が明ら

かに聴き分けられる分野は　マイク用プリアンプとパ

ワー・アンプだった．つまり，どちらもメカと電子回

路との接点だったのだ

さて，次の「マイクの出力レベル」という項ではマ

イクのモデルと楽器の組み合わせによる出力レベルの

表と，ノイマンのU－47マイクにオーケストラや楽器

毎のピーク・レベルの表がある．興味のある方には貴

重な資料かと思う．この測定に当たって，対数圧縮ア

ンプ経由で　観測レベルを広げたオシロスコープと，

新たに開発したピーク・ホールド型のレベルメーター

で観測した値を保持するので慌てずに記録が出来，

便利である．

測定に使用したマイクはノイマンのU－87，U－47，

RCAの77－DX，AKGのC－28，エレクトロ・ボイス

の666である．

さらに，プリアンプも真空管式，トランジスタ式

オペアンプ使用のハイプ）ッド式を用意した

また50種もの回路を使っての真空管，トランジスタ

オペアンプでのオーバーロード時の波形や高調波の割

合などを測定している．

真空管は3極管から12AX7，12AY7．五極管か

ら5879など　コンソールやテープレコーダーでよく
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音よりもSN比がよく，ずっとアピールする音になる．

真空管とトランジスタの音の違いについて

つぎに1998年，IEEEスペクトラム寵8月号のカ

バーストーリーとなった言辞を見てみよう，

タイトルは「真空管のクールな音（TheC00lSoundof

Tubes）」．著者はエリック・バウアー氏米か）フォル

ニア州のスベトラーナ・エレクトロン・デバイセズ社

のアプリケーション・エンジニアであり，幾つか真空

管アンプ関係の雑誌の編集にも参加している人である．

その為か，話題の範囲がとても広い．

エレキギター・アンプについてのトピックが多いの

だが今回の記事では殆ど抜いてある．開発の歴史と

か演奏テクニックの部分が多いからである．それを除

いても量が多いので全体をかなり端折ってあり，似

たトピックは一緒にして順番を無視したところもある．

まだ翻訳ではなく，筆者の解釈も入っている所も

あることに注意頂きたい．また，メーカー名，製品名

はなるべく落とさない様にした．後で調べることがで

きるからである．

さて，主要な論点を抜き出してみる……

トランジスタが殆どを占めている電子回路の世界で

は，例外的に真空管が生き残っている分野がある．

音楽を創造する分野と，それを再生する分野である．

人間は非線形な耳と脳とのコンビネーションで音楽

を聴いているが詳細は分かっていないので　よい音

を判別する測定法は誰も知らないのた　だからオーデ

ィオ機器がよい音を出すかどうかは，人間が聴いてみ

なければ分からない．

真空管の方がよいとプロの人たちが指摘する分野

は　ギター・アンプなどの楽器用アンプ　録音スタジ

オのプロセス用機器，それと高級ハイファイ・システ

ムである．これらの分野はトランジスタ化に抗うどこ

ろか，90年代には逆に発展した

現在真空管はギター“アンプ用だけでも全世界で

1億ドルを超える売上げがある．また，音楽用アンプ

とハイエンドオーディオ用の需要は1980年以来，落

ち込むことなく年率10％で伸びている．需要の3／4

はエレキギター用アンプから来る．

また消費の多い国は　米国ではなく，日本　台湾，

大陸中国であると推定されている．

なぜ真空管？客観的理由
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ICやロジックの設計エンジニアで真空管アンプに

取り組んでいるワン・エレクロン社のジョン・アトウ

ッド氏は三極管はトランジスタやFETと比較して，

裸でのひずみが少なく，高調波も主に2次と3次なの

でクリップし始めでも直ぐ音質の変化に気付くこと

がないことが特徴だと　一方，負帰遣量が大きいトラ

ンジスタ・アンプではグ）ップしたときの音がきつい．

高負帰還アンプではスルーレイトの限界，あるい

はダ）ッビングによって，トランジェント・インター

モジュレーションひずみ（TM）が起きる．

トランジスタ・アンプではクリッピングの問題以外

に，クロスオーバーひずみがある．トランジスタの方が

温度による特性変化を嫌って，動作温度を比較的低く

設定をする．そのために熟があまり出ないB級動作で

の設計が多く，そのためにパワーを絞った時に感じる

ようになる．カタログにある数字は　そのひずみが目

立たない出力で測っていることが多い．真空管アンプ

ではA級，AB級なのが普通なので問題はない．

以下の比較表を見て頂きたい（主要部のみ）．

真空管の利点

＊負帰還がなくてもリニアな特陸

＊コンデンサ・カップリング回路に小容量フイルム

コンデンサが使える

＊高プレート電圧でダイナミックレンジが広い

＊温度による特性変化が少ない

＊回路がシンプル

＊出力トランスはスピーカーの保護になる

＊グ）ッビングがスムースである

真空管の欠点

＊大きく，重く，熱が出る

＊ヒ一夕が必要で∴電力効率が悪い

＊マイクロフォニッタ・ノイズがある

＊高インピーダンスなのでトランスが必要

＊コストが高くなる傾向がある

＊カソード材料の寿命がパワー管では短い

トランジスタの利点

＊小さく，軽く．物理的強度も出しやすい

＊チップ内に周辺回路まで組込める

＊電力効率が高い

＊電圧が抵いので安全，周辺素子も安価

＊低インピーダンスなのでトランスが不要

＊コストが安い
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トランジスタの欠点

＊素子としてひずみが大きい（負帰還が必要）

＊回路が擾雑になる

＊クリッピングがきつい

＊素子毎の特性の違いが大きい

＊バイアスには温度補正回路が必要

＊カップリングには大容量ケミカル・コンデンサが必

要で音質に影響する

＊入力特性が非直線なので　高周波信号が乗ることが

あり，音質に影響することがある

＊20年もすると，使冊トランジスタICが手に入ら

なくなり．修理不能となることがある．

トランセンチント・サウンド社のブルース・ローゼ

ンプ）ット氏は，出力トランスが真空管アンプの音を

決めていると言う．暖かみは2次高調波によろし．ラ

イズ・タイムが遅いことで音がスムースな感じになる．

また，トランスの非線形特性により，周波数領域と時

間領域に変イ拗ミ起き音色も独特となる，

ジェンセン・トランス社のビル・ウイットロック氏は

真空管アンプの利点の殆どは出力トランスによってい

ると全高調波歪率（Tm）は大きめ（1％以上あることも）

だが　高調波の次数は小さいので不快な音はしない．

電子回路における相互変調ひずみはTHDの数倍にな

ることもあるが　出力トランスを使う場合は数分の1

以下となる．

オペアンプのオープン・ループTHDは20－70％あ

る．安定動作のために，周波数特性をlオクターブ当

たり6dB落とすとすると．超音波領域のノイズが悪

さをするようになる．負帰還が十分かからないためで

ある．このひずみが後段に伝わるとさらにTHDと

IMひずみを発生させる．

まだ真空管回路ではフイルム・コンデンサで済む

信号伝送に，トランジスタ回路では大容量電界コンデ

ンサが必要となる．高周波特製が悪く．電解質に寿命

があり．低周波ではヒスデ）シスがあるので電界コン

デンサは使いたくない部品である．

アナログ回路デザイナーで真空管はノイジーだと言

う者がいるが彼は反対で　オーディオ帯域では1／f

ノイズがショット・ノイズより目立つ．だから真空管

の選別でl／fノイズを下げることが出来る．しかし，

マイクロフォニック・ノイズは避けられない欠点だ

ここまで読まれてきて読者の方はどうお思いになる

だろうか．筆者にとってば今まで疑問に思っていた
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ことのかなりの部分が説明されていると思った．次回

はこの論文の残りをお送りしたい．

◆AESのレポート

http：／／www．dwfearn．com／tubes＿VS＿tranSistors．

hdnl

l◆IEEEのレポート

http：／／spectrumJeeeorg／00nSumerdectronics／

audiovideo／the－COOli氾und一〇itubes

http：／／spectrumjeeeorg／00nSumerelectronics／
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