
スイッチとヒュ÷ズを前弔する

ォ_デイオ用サーキット･プロテクタ

寺田　繁

音質を悪化させる要素を取り除け

ば,結果において音質が向上する,

というのが私の考えです.昨年は新

開発のターミナルについて私の親

を述べさせていただきました.今回

は,電源スイッチとヒューズの問題

から始まり,サーキット･プロテク

タについてお話します.

回路遮断器としてのヒューズ

電気酸が始まって以来,永年回

路遮断器としてヒューズが使われて

きました.

一口にヒューズといっても,用途

によって数多くの種類があります

が,ここでいうヒューズは,電気機

●フューズ,フューズ･ホルタとスイッチを1つでまかなえるサーキット･プロテクタ

器や電子機器,それらに使われる部

品を保護するために作られたもの

で,寸法が5¢×20mm 6.3¢×32

mm (6.3¢×30mm)および10.3

¢×38mmの,いわゆる管ヒューズ

と呼ばれるものです. 5¢×20mm

はヨーロッパ系, 6.3¢×32mmは

アメリカ系ですが,自作アンプなど

では電源側にはアメリカ系が主で,

- 鉄���#�{ﾂ�6.3bX30(32)鷹 ��

稀遮断容量 (記.宮H) (筈は不透明) ��3�S����AC1500A ��3�S����

中遮断容量 (記号E) (管は透明又は不透明) ��3�S��� ��

低遮断容量 ��33T��AC100A(3.5A以下) ��

(記号L) � 

(管は透明) 僊C300A(30A以下) 

連動形(F) �3&ﾔ���b�4��ゴ�ﾔ���俘.{�Kb�vY|ｩV��50mA-10A ��

タイムラグ形(T) (耐サージ) �3&ﾘ��b�4������俘(倢&ivR�|ｩV�� ��

別規格品A種.B種 ����ﾖ���30Amax �3��ﾖ���

(第1表〉管形ヒューズの規格表(JIS規路より)
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プリント基板上ではおもにヨーロッ

パ系と,混然と使われています.

これらは同じ寸法,外観でも用途

によっていろいろな種類に分けられ

ています.主に遮断容量,溶断常陸

に大別されます.第1表にまとめて

みました.オーディオ機器に使用す

るのは,透明なガラス管ですから,

中遮断容量か低遮断容量のものです

が,表示されていない限り,外観で

は速動形(F)かタイム･ラグ(耐サ

ージ形, T)か区別できませんので,

購入のときは注意が必要です.遮断

電流容量とは,その回路が短絡した

ときに遮断できる最大電流容量を示

すものです.

このほか,電源トランスなどでは,

焼損により火災を防ぐため,温度ヒ

ューズがトランス内部に組込まれて

いるものがあります.

ヒューズの最大の欠点は一度溶断

したら交換しなければならず,以前

使用されていたものと同じ常陸のも

のかを確認しなければならないこと

です.別に故障でないのにラッシ

ュ･カレントで溶断したり,逆にヒ

ューズが溶断して欲しいときに悠然

として溶断しなかったり,アフタ
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の違いのために生じる反り返る力を

利用するものです.カは電流の2乗

に比例し,あまり大きくない過電流

ではバイメタルがゆっくりと反り始

めるので,時限常陸が自然はえられ

るのは,機構力男E常に簡単にできる

ことを意味します.ただ,バイメタ

ルが冷却するまで再投入はできませ

ん.

(2)完全電磁式:コイルと鉄心に

よる電磁力を利用したもので,電磁

力は電流×コイル巻数に比例しま

す.巻数は一定ですから,電磁力は

正確に電流に比倒します.リレーの

ように鉄心とコイルだけでは時限動

作特性は得られないので,バイメタ

ル式よりもはるかに複雑ですが,檀

めて巧妙な機構をもっています.

第2図を見ていただければわかる

と思います.負荷の状況によって,

オイル･ダッシュポット内のプラン

ジャの動作の様子が実にうまくでき

ています.このダッシュポットのオ

イルの粘度の配合,調製によって,

自由に時限常陸をつくることができ

ます.回路が遮断されても,即時再

投入ができます(第2図).バイメタ

ル式と完全電磁式の動作原理による

利点,欠点は第3表のとおりです.

いままでのサーキット･プロテク

タは小型とはいえ,オーディオ･ア

ンプに素直にとり入れられる寸法で

はありませんでした.最近になって,

(第1図〉

バイメタル方式と

電磁二方式のスチッ

占
堅　田

チのひきはずし機　　(ら)バイメタル加熱時

橋のちがい.バイ

メタルは熱膨張係

数の異る2種の金

属を組み合わせた

ものである

圏

高さ35.5mmという超小型品が登

場し,しかもトグル･スイッチと互

換できる取付け構造のものもあり,

薄型のシャーシや業務用標準ラック

で最も薄型のl U形パネル(3/4イン

チ, 44mm)にも,余裕をもって取付

けられるようになりました.

電流も標準で0.1から25Aま

で, 1極, 2極形,そしてハンドル･

ノブの形状,プッシュプル開閉,照

光も可能なシーソー開閉式など用途

に合わせいろいろな選択ができま

す.このほか,コイルも直夕彬,並

列形,外部からの電圧により引きは

ずし,リレー形,主回路に連動した

補助接点付(HCスイッチ付)から,

コイルなどを除外した高信頼スイッ

チ用など,さまざまな使いかたに対

●オーディオに最適の/)､型サーキット･プロテク?.中央はランプつき2回路
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応した製品があります.
'輔旨は,超小型でありながら,遮

断容量AC240Vで1000A,

DC50Vで500Aという優れもの

です.一般のトグル･スイッチでは

耐久寿命は無負荷で5,000回とか

10,000回となっていますが,このサ

ーキット･プロテクタは定格電流の

実負荷で10,000回の開閉耐久とい

う高齢邑品です(第4表).

オーディオ用としてはあまりにも

種類が多く,選択に迷うかも知れま

せんが,トグル･スイッチの穴あけ

寸法(12¢m)と代替させたいなら

IBP-1,さらにパイロット･ランプ表

未もつけたいなら,穴あけは眉的虹

になりますカキ照光式ロッカー形

IBR-lL　または2L(2極)がよい

でしょう(第3図).

時限動作特性はオーディオ･アン

プではM(中速形)かF(高速形)タ

イプがよいと思います.モータなど

の機器にはS (低速形)タイプを使用

します.半導体素子そのものの保護

のように,一定以上の過電流に対し

て瞬寺に遮断したい時はI (瞬時形)

タイプを使用します.

定格3Aというのは, 3Aで遮断

するのではなく,連続通電で3A流
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〈第2図)サーキット･プレーカの動作.短絡遡駒寺は,プランジャが動くのを待たずに可動鉄片が一気に吸引される

利点 佇y5��

バイメタル式 僖ﾙ:韭�,�,ﾈ,X��ﾏ�&ﾉ:鞐ﾈ,ﾈ+ﾘ-��-�+�/�+餽�x掠zﾈ,X.�D��8*ｩW9wb�小包流が作りにくい 周囲温度の影響を大きく受ける 即時再投入が出来ない 

完全笹磁式 侏Iyﾙ4�,�,x/�,�6Izﾉ&ﾈ,X.�ﾞﾈ.ｨ.���鈷孳7�,ﾈ帽ｻ�*ｨ晴,�*"��h鳧ﾜIgi?ﾈ*ｨ�x�.��ひずんだ負荷電流でも補正が 

〈第3表〉バイメタル式と完全電磁式の得失

形式 粕%2�IBP 粕%"�IBC 

極致 ��ﾃ"�1,2 ��ﾃ"�I 

ハンドル形状 �6x4�8ｲ�トグル �8ﾘ6(4ｨ�ｲ�押ボタン 
(角形) 宙7�6�8ｲ��tLは照光式) �7h6(5h8X7h8ｲ�

定格竜田1) ��3#C�bゴ������

標準定格電流 ��ﾃ�ﾃ�絣ﾃ�ﾃ#2ﾃRﾃr絣ﾃ��ﾃ�"經�Rﾃ#�ﾃ#T��

定格遮断容量 ��3#C�b������ﾄD3S�b�����

内部回路 �+ﾉ��ﾉ¥���ﾈ8ｨ8ﾈ�ｲﾈ5�486(6��

動作特性 �2�.��ﾂ墜ﾒ�(i�ﾂ墜b畏)�ﾂ墜宙了�b��

電気的性能 丶ｩ¥)��c�������決�8,ﾙ+9��Hﾄ���X�r��耐電圧AC3000V,1分 

絶縁国元≧lOOOMn/DC500V 

(第4表〉

超小型サーキッ
ト･プロテクタ(日

華電機製)の規格

(1) IBCを除いて, UL CSA TUvの規橘羅定あり

せるということです.そして, 125%　　また特殊な用途として,カット･

以上でかならず遮断するようになっ　　コアのような励躍突入電流の大きい

ています.時限常陸がタイプによっ　トランスや直流回路で大容量コンテ

て異なるのは第4図のとおりです.　ンサなどの突入電流での不要動作を

旧R･1m ･1LG lBR･2し,2LG

く五回昭鮒子>　　　く威光用飾子>

タブ調子#250　　タフ調子耕10

JUN. 2004

〈第3図〉

オーディオ用に好適の/T型サ
ーキット･プロテクタIBRと

IBS型の外形寸法図

防ぐため,オプションとしてイナ-

シャル･デイレ一装置をつけること

もできます.

完全電磁式プロテクタは,バイメ

タル式のように周囲温蔓の変化で定

格電流が狂うことはないのですが,

ダッシュポットのオイルの粘性が温

度変化することや使用金属材料の温

度特陸などで時限動作特性は変化

します.これは一般の使用には問題

になりませんが,特殊な装置では考

慮する必要があります.

完全電磁式プロテクタの使用

で音質が向上するか

日華のサーキット･プロテクタを

初めて自作アンプ(本誌4月号)に使

用された新患篤氏は,ヒューズとト

グル･スイッチによる従来のものに

比べはっきりと音質向上が見られ

た,と述べられています.この変化

について,大勢の人で確認できる評

価セットを作りたいといわれている

ので,たいへん興味のある実験とし

て期待しています.

バイメタル式のサーキット･プロ

テクタは,異種金属を貼合わせた金

属(膨張係数の違う異種金属,たとえば

ニッケルと黄銅など)中を負荷電流が

流れます.一方,日華の完全電磁式

サーキット･プロテクタは,無酸素

鏑のマグネット･ワイヤーと鍍接点

がおもな導体の構成で,磁性材料も

残留磁気やヒステリシス損の少ない

電磁軟鋼が使われています.

接点材料は,遮断容量の大きいも

のには融点の高い合金が使われます
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が,オーディオのように微少電流か

ら大電流までひずみなく電流を通過

させるには,接触抵抗の最も小さい

銀接点が最適です.大電流ならトン

ネル効果もあってどんな素材でも流

すことができますが,微少電流は流

れ難いものなのです.リレーなどに

は,微少電流にも対応する接点が力
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タログ上に明記されています.

銀については,スピーカ･ターミ

ナルの言辞(2003年11, 12月号)でも

触れましたが,金属では最も固有抵

抗がjJヽさく,硫黄成分の雰囲気以外

には錆にくく,プロテクタには最も

適した接点材料で　わずかな表面の

酸イ蝦,よごれなどは開閉時のセル

I(瞬時形) 50′00-(乙Dc 重機日田濃度:25℃ 

音 

100 ��

電流(定格電流に対する%)　　=

〈第4図)超小型サーキット･プロテクタの遡析持憧

右は過電流プロテクタ

フ･クリーニング機階で常時クリー

ンな接点同志で接触できるよう処理

されています.

電源コードにどんなによいものを

使用しても,髪の毛のような太さの

ヒューズを通過するのですから,こ

こで音質が劣化する要素を十分持っ

ているのではないでしょうか.電源

コードを替えたら音質がよくなった

といわれるかたも多数おられるの

で,ヒューズを廃止し,トグル･スイ

ッチをサーキット･プロテクタに交

換して音質向上するかどうか,ぜひ

自身でご確認ください.その結果を

お知らせいただければ幸いです.私

自身はアンプ製作にヒューズを使用

したことがないのでわかりませんの

で.

トグル･スイッチ+ヒューズ･ホ

ルダ+ヒューズの一式がサーキッ

ト･プロテクタ1つで代替できます.

価格もそんなに高くはありません.

プリアンプにはIA程度,パワー･

アンプには,出力にもよりますが3

A 5A 7.5A IOAのなかから選

べばよいでしょう.

サーキット･プロテクタは産業用

途としてコンピュータ,OA機器,通

信機,放送機器,計測器,医療機器,

エンジン発電機,各種電源機器,工

作機,溶接機などから自販機,娯楽

機器と,用途はますます弦がってい

ます.カレント･プロテクタも非常

にユニークな製品で安価で便利な

ものですので,機会を見て改めて紹

介したいと思います.
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