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 一つ気になるところがあり、電源

ON/OFF

 ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形

がヘッドホン出力です。

 電源

負荷は

 最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

電源

 改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

市販品

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

は「ブッ」というような感じで少し不快な気がします。
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1 次試作のまとめ

一つ気になるところがあり、電源

ON/OFF の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。

ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形

がヘッドホン出力です。

電源 ON/OFF

負荷は 33Ωなので電力は

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

電源 ON/OFF 時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

市販品のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

は「ブッ」というような感じで少し不快な気がします。

結局、デカップリング回路だけでは

しました。 

次試作のまとめ 

一つ気になるところがあり、電源

の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。

ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形

がヘッドホン出力です。 

ON/OFF 時に発生していることが分かり、この例では電源

なので電力は約

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

は「ブッ」というような感じで少し不快な気がします。

結局、デカップリング回路だけでは

一つ気になるところがあり、電源 ON/OFF

の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。

ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形

時に発生していることが分かり、この例では電源

約 750mW となり、耳に痛いレベルです。

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

は「ブッ」というような感じで少し不快な気がします。

結局、デカップリング回路だけでは

波形 1 

ON/OFF 時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源

の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。

ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形

時に発生していることが分かり、この例では電源

となり、耳に痛いレベルです。

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

は「ブッ」というような感じで少し不快な気がします。

結局、デカップリング回路だけでは NG と判断し、別の方法でポップノイズ対策をした

 ポップノイズ

時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源

の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。

ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形

時に発生していることが分かり、この例では電源

となり、耳に痛いレベルです。

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

は「ブッ」というような感じで少し不快な気がします。 

と判断し、別の方法でポップノイズ対策をした

ポップノイズ 

時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源

の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。

ノイズレベルはオペアンプの型番によって異なるのですが、波形 1 に実測値を示します。上側が電源、下側

時に発生していることが分かり、この例では電源 ON 時のポップノイズピーク値が約

となり、耳に痛いレベルです。 

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

と判断し、別の方法でポップノイズ対策をした

時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源

の過渡期に「ボッ、ブッ、」などのノイズが発生する現象です。 

に実測値を示します。上側が電源、下側

時のポップノイズピーク値が約

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

と判断し、別の方法でポップノイズ対策をした

時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源

に実測値を示します。上側が電源、下側

時のポップノイズピーク値が約

最近、私はインナーイヤータイプのヘッドホンを購入しました。規格を見ると最大入力が 30mW

時の一瞬ですが、はるかにヘッドホンの最大入力を超えてしまいます。 

改善策は色々あります。例えば、プレート電源にデカップリング回路を入れることも 1 つの方法です。

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

と判断し、別の方法でポップノイズ対策をした 2 次試作を行うことに

時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源

に実測値を示します。上側が電源、下側

時のポップノイズピーク値が約 5V です。

30mW です。 

つの方法です。 

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の

ヘッドホンアンプと比較することにします。ずいぶん前に購入した安い製品です。ノイズレベルは 

のほうがデカップリング回路改善品よりかなり大きいです。しかし、ノイズの質が異なります。 

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機

次試作を行うことに

時のポップノイズが大きいと思います。ポップノイズとは電源 

に実測値を示します。上側が電源、下側 

です。 

 

 

試しにこの方法で実験してみるとかなり改善されました。このレベルで判断することができないので市販の 

市販品は「ボッ」というような感じでノイズレベルが大きいわりには不快ではありません。これに対して試作機 

次試作を行うことに 


