
50CA10CSPPアンプを改造
平衡・不平衡の音の差を確かめるために

塩田　春樹

前月号では初段にFETを使い，

ドライブ段には出力段からブート・

ストラップをかけた3段増幅の50

CAlOCSPP　平衡アンプをご紹介

し，平衡接続・平衡回路のメl）ット

を検証しました

このアンプは優れた物理特性に加

え，たいへんニュートラルな音の借

まいを示しましたから，確かに平衡・

不平衡を比較するには打ってつけで

はありましたが　初段にはミラー効

果を軽減するためのカスコード回路

を追加しなければならなかったり，

ドライフ段では低電圧でも十分な振

幅を確保するために，音への影響は

感じられないもののわずかとは言え

ブートストラップによる出力インピ

ーダンスの上昇を感受せざるを得な

かったりと，少々単純さに欠ける回

路となってしまっています．

今回は　このアンプをもっとシン

プルな回路を使ってよりニュートラ

ルな性格のアンプに作り変え，再度，

平衡・不平衡の比較実験をしようと

いうものです．

回路変更の主要点

－CasComp回路を採用

回路の基本構成は．初段にCas－

Comp応用回路を採闇した2段増幅

のCSPPによる平衡アンプです．

CasComp回路の音は極めてニュー

トラルです．「CasCompはかくなる

音である」と表現できないところが

その証左です．「こういう音ではな
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い」「そういう音ではない」と否定的

表現は無限にありますが「こういう

音です」と肯定的に表現することは

不可能です．

ただ　このニュートラルさを手に

入れるには500V以上の高電圧電源

が必要という若干の危険性を伴いま

す．この高電圧によって必要十分な

ドライブ電圧が得られるのです．し

たがって，ブート・ストラップは必

要なくなります．同時に，利得は初
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段の管種とは無関係にドライブ管の

プレート負荷抵抗Rp（実際は出力管の

ダ）ッド抵抗との合成抵抗値）と初段のカ

ソード抵抗Rkの比（＝Rp／Rk）で一

義的に決まりますから，どんな高利

得も自在に得られますので　シンプ

ルな2段増幅が可能となります．

2段構成は発振しにくく安定性に

優れます．理屈のうえでは本年4月

号で報告した単段アンプが最もシン

プルですがそれなりの制約があり．
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〈第2図〉出力段の負荷と動作点
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〈第1図〉出力段をCasComp回蜘こ改造した50CAlOCSPPアンプ

単段というのはやはり特殊解です．

また，CasCompではミラー効果か

らは無縁ですからよけいな対策も不

要となります．

出力段は50CA10によるCSPP

です．筆者にはCSPP以外のPP回

路は考えられません．入出力部は当

然ながら．平衡接続を前提とした回

路としています．したがって，NFB

回路もそれに対応したものとしてい

ます．電源部は500V以上の電圧を

得るため補助トランスを追加して

150Vを作り，前作のB電源の380

Vをそのまま使った上で　その上に

スタックして530Vを得ています．

第1図に本機の仝回路を示しま
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す．平衡アンプだからといって，特

に変わるところはありません．変わ

るのは，入出力の回路とNFBの掛

けかただけです．なお，出力段の設

計は10月号そのままですから今回

は割愛します折　田力投の動作条件

のみ第2図に示しておきます．プレ

ート供給離380V．ロード・ライ

ン1．25Kl（P－P問負荷5kQ）として，

OPTl次側で出力28Wを得ます．

出力段の利得は1．47倍です．

（1）初段／ドライブ段の投計

基本は差動回路による電圧増幅“

位相反転回路です．CasComp応用

回路と呼ばれるオペアンプとのカス

コード接続回路です．

出力管が28Wを出力するに十分

な電圧をこの段だけで発生させる必

要があります．出力管の負荷が

1．25kQで28Wですから，このと

きの出力電圧はOPTl次側で187．l

Vms（＝／（125時28））になります．出

力段の利得が1．47ですから，出力

管には127．3Vms（＝187．1V÷1．47）

を入力してやる必要があります．

真空管や部品のパラツキを考慮し

てドライブ段での設計出力をこの10

％増とおきますと，140Vrms＝振

幅では士198V＝同396Vp－pとた

いへん大きな数値となります．その

ため，プレート供給電圧は530Vと

しています．

動作条件は第3回です．ここで使

うカスコード管は．内部抵抗が相当

低くないと．これだけの振幅は得ら

れません．7119とか5687，6463，

ECC99などが候補になりますが

今回は前作同様5687とします．た

だ　後出の第5図から±195VLか

得られていませんから，狙いの±

198Vには若干足りません．

しかし，狙いは10％の余裕を見

たもので　これでも8％以上の余裕

ですから．測定段階で出力段より先

にドライブ投が先にクリップするよ

うなら，電源の530Vを更に数10

Vアップすることを考えるとして，

取りあえずはこの設計で進めます．

後述の最大出力からも結果としては

問題ありませんでした　また第5図

の動作条件から動作中心のバイアス

は－12．5－13Vとなりますから，

オペアンプの負電源電圧は－25－

26V以下にしないとドライブ管はフ

ル・スイングできません．

一方，オペアンプの正電源電圧は

5V以上は必要ですから8Vとおく

と正負電圧幅は34V（＝26＋8）とな

ります．一般の安価なオペアンプは

±18V，すなわち正負離幅36V
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ノイズに弱いアンプになってしまい

ます．その点，2技塾にすると，2

段目のNFB受け抵抗は自在に選べ

ます（ここでは1000）から帰還抵抗も

通常の数kQとなります．

ただ　この2段アツテネ一夕型の

NFB回路はアンプとしての重要な

要件であるノイズという点ではメリ

ットがありますが　一方では　入力

を最初の分割分だけロスするという

デメリットもあります．したがって，

このロス分は初段の利得で取り返す

必要があります．初段の利得を上げ

ると残留雑音が増えるというリスク

が生じますが，1技塾NFB回路の

理論的にノイズに弱いというリスク

に較べると，リスクは小さく．実装

技術でカバーできる範囲です．

電源回路の設計

電源に特に特異な回路はありませ

ん．基本的には10月号のアンプの

踏襲です．ただ　FET用の電源は

不要となる代わりに，オペアンプ用

の＋8V電源が　またドライブ管用

の530V電源がそれぞれ必要になり

ます．530Vは前述したとおりB電

源の380Vに，別に作った150V

をスタックして得ています．この回

脚こ150Vツェナ「を入れて簡易定

電圧化していますが　これはかなら

ずしも必要ではありません．電流値

は左右両チャネルで25．2mAと決

まっていますから，この電流が流れ

たときに所望の離となるように抵

抗で減圧すればよいわけです．

ただし，補助トランスの整流直後

の電圧は210Vになり，B電圧も

420Vくらいになりますから，無負

荷状態では630Vほどになりますの

で注意が必要です．

B電源のリップル・フィルタは回

路が少々面倒ですが　適切に設計す

ればほとんど）ップルは除去できる

NOV　2014

のでリップルに弱い3極管には打っ

てつけです．同時に回路インピーダ

ンスが低いので　信号電流の戻りが

ほとんど無視できますから，左右共

通電源で事足りるというメリットも

見逃せません．

本機では，このシャーシ内に補助

トランスに加えてチョーク・コイル

まで収容する余裕はまったくありま

せんから，このリップル・フィルタ

は1石何点にもなります．

ところで　回路図ではオペアンプ

用の正負8Vに10．000〟Fの平滑

コンデンサを記載していますが　実

機は電流値の大きい負電源側を

20，000IJFにしています．平滑だけ

が目的なら4，7001JFでも十分です

が初段にCasCompを使う場合は

大きな容量が必要になります．この

容量が小さいと，電源を切ったあと

数秒後にプーとかギヤーとかプツン

とかのノイズがかなり大きく発生し

ます．電源を落としても，出力笹か

まだ生きているうちにオペアンプが

落ちると，そのショック・ノイズが

スピーカから出てしまうわけです．

要は　出力段が落ちてからオペア

ンプが落ちるようにするため，大容

量コンデンサが必要になるのです．

製作と調整

シャーシは30cmx20cmx6cm

t＝1．2mmというアルミ弁当箱で

LMt49720

塗装はいつもと同じ黒の艶消しで

す．10月号ではチョーク・コイル

を使わないにもかかわらず　大きな

メス型キヤノン・コネクタの入力端

子や初段のカスコード回路，2段ア

ッテネ一夕によるNFB回路などで

シャーシ内部は大いに混雑しました

が　今回は補助トランスを収容しま

したから，たいへんです．

回路図（第1図）の点線部分をユニ

バーサル基板に組んだうえで　初段

管の真上（作業はシャーシをひっくり返し

ていますから，真上になるのです）に実装

し，2階建てのような形でスペース

を稼ぎました

調整は　平衡アンプだからといっ

て特に不平衡アンプと異なる点はあ

りません　出力段のアイドリング電

流設定（35mA）と一定の信号を入れ

でのNFB量調整，および必要なら

高域の位相補償で　いつもと基本的

に同じ作業です．

ただ　今回はアイドl）ングを35

mAと少々絞った使いかたをしまし

たが　これは50CAlOが熱暴走し

《写真1〉10kHz方形波応答

DC24V

1．5k ー12V O　　　＋12V

〈第4図〉計測用の入力例の変換器の回路図（前号より再掲）
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〈第10図〉クロストーク特性．80dB以上は確保している

すので　本来なら大地アースを取った鋼板

上での測定が必要なのでしょう）．

（5）クロストーク（第10図）

100kHzまでもー70dB以下です

し，全帯域にわたって－80dB以下

ですから，優秀な部類であって問題

視するものではありませんが　筆者

としては可聴帯域では－85dB以下

を期待していましたので　わずかか

ではありますが　残念です．このあ

たりは実装技術に負う所が大ですか

ら．もっと勉強しないといけないよ

うです．

聴いてみれば当然の結果？

今回は10月号のアンプに較べて，

同じ出力管を使って理論的にはより

ニュートラルな音の借まいであるは

ずのアンプを製作し，再度，平衡接

続の優位性，ないしは特長を確認し

ようというものでした．しかし，ニ

ュートラルというべきかどうかは別

にして，出てきた音は筆者のアンプ

師匠の6CAlOアンプ（もちろんCSPP

で島田型です）に似て，前作の図太さ

よりもソリッド感を感じる音に変わ

っています．

ただこれはアンプの音であって，

平館接続云々とは無関係です．つま

り，今回は前回の音をよりニュート

ラルにしたうえで平衡接続の音を聴

こうとしたにもかかわらず　音が違

ってきてしまい，当初の目的は叶え

22

られなくなりました

しかし，そうはいうものの，それ

なりにやはりなんとか違いを聴き分

けられないかとの思いが募るのも，

人情ではありませんか．

そこで前回と同じLINN

RECORDSのSACD，『ヘンデル：

メサイア〈CKD　285〉』のCD2トラ

ック26“AmenChorusl’と，デッカ

録音で広大な空間を発露させる（シ

ョルティ／ウィーン・フィルによる

『ワグナー：タンホイザー』のCD

〈478　4419－4420）の「巡礼の合唱」

を聴いてみました

結果はどうだったか．困ったこと

というか，ある意味　当たり前とい

うかのか，前回と印象は同じでした

すなわち．「メサイア」では録音現場

の状況・大きさがわかり，合唱の規

模もわかるような空間表現が味わ

え，これこそ平衡接続と思わせます

が「タンホイザー』では大空間に圧

倒されるものの，いままでの不平衡

接続・不平衡アンプでもそのすぼら

しさは十分味わえたので平衡揆続・

平衡アンプだからといったアドバン

テージは感じられないのです．平酷

接続ならではの空間表現というか，

パースペクティブは　やはりそれな

りのソースが必要のようです．

いずれにしろ，ソースによって効

果のほどは異なるものの，違いがわ

かるソースに当ればそのよさを実感

できる，といえそうです．逆のいい

かたをすれば　不平衡接続では　空

間情報がせっかく記録されていて

も，それを聴いたり体感したりする

ことができない可能性がありそう

だ　ということです．ソースを購入

する前に．空間を実感できるソース

なのかそうでないのかがわかってい

るなら問題ないのですが　そんな都

合のよい購入方法なんてあるわけが

ありません．要するに聴くまでわか

らないのですから，記録されている

かもしれない空間情報を聴き逃さな

いためにも，平衡接続を前提とした

平衡アンプが必要になるといえまし

ょう．

純粋な音楽には空間表現なぞ不

要，という意見もあるのは承知して

いますが　サラウンドで音楽のすぼ

らしさを味わうことがあるように，

とりわけ宗教曲や合唱曲での空間表

現は音楽の一要素のように思えてな

りません．作曲者は演奏空間を意識

して，あるいは演奏されるさまを思

い描いて作曲しているように思える

からです．

臆前号訂正

2 回の出力 染 谷

A ST R －

2 0 5 5 k

PZ

lk

を右 のよう

訂正します

K l

E l

0．047
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＋

8 0
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350V100u 弔＋2 70V

②第3回初段2SK369の定電流葉子は
「4mA＋4mA」です
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