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◎2 次試作のまとめ  

写真 10、11 に外観を示します。電池は輪ゴムを利用して写真 11 のように固定します。 

電気的特性は消費電流以外は 1 次試作と同等です。消費電流は用いるオペアンプで異なり、AD8397 を用いた場

合、約 60mA です。フィラメントは温まると点灯します。周囲が明るいと点灯具合が良く分かりません。 

電源が ON になっているのが分からないので、ミューティング表示を兼ねた LED を追加したことは正解です。 

ポップノイズ対策を目的とした 2 次試作はこれで完了です。 
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