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試'AFBl.pTpoi,誓言:.,*:,':ET:諾:At8.?言　霊とHai三業ア

カトランス･レス用のSPも8インチ･フリー･エッジ　　ここに発表する

の自作品である　このアンプが働いたとき,超低音域をカ　クロス･シャント

バーする広帯域性,歪の少いこと,さらlC週繍寺性のよい　　回路によれば,マ

ことなどは,期待以上であった.しかし,ボイス･コイノレ　　ッテンゲ.インど

のインピーダンスの関係で,最高音部に聞題寮のこされた.　-ダンスを従来の

次に作っ7Te,第2号アンプは,特別な市制堀SP (ト　1'P固鏡の1/4にできるし,先yc紹介されたシングル･エ

ウイーク-)を用い+,出力トランス･レスのft-till'を発揮　ンデッドPPより,取扱いが相当楽になる.ここでは,ま

ず新出力回路の原理と,実際の取扱い方をのぺ実

例として,自作の出力トランス･レス･アンプ2台

をど紹介し,出力トランス･レスとしたときの諸問

題の解決方法(特にスピーカー)を記した.

窪　1･クロス･シャントPPとは

クロス･シャントPPは,シングル･エソデッド

PP　と同じように,低マッチング･インピーダンス

を目的として筆者が考案した回路である.

纂1園を見ればわかるように,各出力管のカソー

ドと,反対側の出力管のプレートとを,おのおの大

容量のコンデンサーで結び,その間に負荷が入って

V･るところから,クロス･シャント　PP (交叉接続

罵　pp)と命名したが,出力管カソードは出力端子とな

るので,クロス･シャント型カソード･フォロアー

至論駕　といってもよい･

黙る三　筋2園暗種田力投の等領回路を示す･新出力回
路クロス･シャント　PPを(D)について競明する.

一一一･一一,第1図一各澄クロス･シャントPP回路一一-一一一一･ (A)のシングル出力回路の負荷を,カソード側とプ
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レート側に, RLI2ずつに等分し, 2つの出力管を逝相

に勒接してやると, PlとC.およびP2とClの電位

が同相同等になるから,これをショートした形で,等僚

回路の内部抵抗はrp/2 K:,負荷抵抗は(Rr./4) + (RT,./4)

-2　となる.

つまり(鰭)の普通の　PP圃路は, (A)のシングル

出力回路を2個直列にした形であるのに対し, (C)(D)

の回路は共に(A)を2個並列vcした形となっている.

したがって(C), (D)では,内部抵抗および負荷抵抗

那(B)の普通のPPの1!4になる.

(B)の回路は等債的には(A)の直列であるが,各出

力管を流れる出力電流は,出力トランス中で合成されて

始めて完全な波形になるのであって,特にABlとした

場合にスイッチング･トランジェントを起すおそれがあ

る･ (C)(D)の方式によれば,負荷に流れる出力電流は,

すでに合成された完全な波形となってht,スイッチン

グ･トランジェントの心配は皆無である.

ここまでは(C)ど(D)に異るところはないが,実際に

励振させる方法が問題である. (C)ではVlは完全なカ

ソード･フォロア-としで鋤き､ V･.･は普通の出力何路と

なっているから,励接竃崖と出力インビ

-ダンスとは,ともにはなはだしく不平(A)

衝になってしまう. ()I)のク｡ス.シャ　ン.'eim
出力回路

シトPPによれば, Vl.V2ともにセミ･

77ソード･フォロア-となり,完全に乎

衡したPPとなっていて, (C)のVlfC (B)

要する効援軍F･より低い励振竃圧を与え　善道のPP

九億よい　したがって,クロス･シャン　　　teg

トPPは,シングル･エンデッドPPよ

り取掻いが相当楽になi),カソード･ピ　　　ーCg

-タ一間にかかる電圧速少くてすむ.

第2国の(C)(D)の等偵回路は,カリ

~ド.フォロアーということを梗宜上考　くc)

_般…力管の輔率を両部抵…耗
鹸していな'fi.

抗を年,,最適負荷を　R-,とし,負績選

挙をβとすると,出力精子から見た出　t(㊤1

力皆の等慣内部抵抗(出力シソピーダン

ス)は, rp/(1+FIβ)に滅少し,最適負

荷Roおよだ無歪最大出力は, β-0の(D)

ときと変りなV･が,励援篭居はβ=0のク畝･･^･Jトや
○　pP ji　~l

ときの1+l'FtβRo/rp+R｡)倍にしなくて

はならない.
鴫,争

カソ~ド.フォロ7-ではβ-l･シー43g･ip)

ント,クロス型では　β-0.5　となるか

ら,出力インピーダンスとなる等鎮内部　　　　わ

抵抗は相当に低くなり,高調波含有拳の

出力回路となる.

クロス･シャント型では,結局,等憤内部抵抗は　rp/2

より更に低い燈rp/(2+p)となる,実際yc計算してみる

ど,ビーム筒や五極管は三極管接続にしてもしなくても,

励振電圧)こ注意

励娠電圧に遮繕

小さい･ SPに竃気的制動のよくかかる　一一一--一一･一一一一第2図一各種出力回路の簿領回路_｡｡_-._｡｡_..
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だが,多層巻にするのだから容易にできる.

第3表に自作SPのボイス･コイルのデークーを示す.

(.A)は,試作1号アンプ用で8インチ, (B)は試作1号

アンプのウーファーで12インチ, (C)は同じくトゥイ-

クーで6.5インチである.

ボイス･エイルの製作にあたり,その質量皿を檜加させ

ないようにして,巻数nをふやすと,直流括抗rmと等

憤機械抵抗rn　とは,全線長1の2乗すなわちna n:堤

例するが,コイルのインタクタンスLoもnaに比例する.

したがって, r肪l(rn+r関)できまるSPの能率は, na肥

無関係となる.

問題はLvの値で,第3表Aの場合20mHという大

きさであって,このリアクタンス分がZ.,に相当をいてき

て,第6回のような特杜になる.これでは, 10,0000/8以

上で,能率が相当低下してしまう.しかし,このもの影

響は,出力トランスレス特有のものではない,普通のボ

イス･コイルの微小なインタクタンスでも,出力トランス

のインピーダンス比で一次側に等頓すれば,同様に大きな

値となるのだが,出力トランスの漏洩インタクタンスなど

の方が大きく響くので　さらに悪い特牲となる.これを

∴ �� �� 

∴ � 

畿 

ら ���� �� 

試作第2号

NFだけで解決しようとするのは,感心できない, Lt,そ

のものを少くする方法を考えなければいけない.

rm, rn,は/合に比例するから, 2つのSPに分割して

も全体のlが変らなければ, rDO, rn･に変化はないが,

山は分割により約1/2になる.すなわち, SP(特にトゥ

I-タ-)は多数直列にして用いる方がよい.

いま一つの方法は,ボイス･コイルにできるだけ近接し

て,短絡二次コイルを設ける.第7回K:おいて, ab端よ

り見た等債インタクタンスL｡は, Le-IJp-(M8/Ls)で

与えられる.相互インタクタンスMはIJp,IJsの結合度

がKのとき, MここK/面で表わされるから,結局

IJeは, IJ｡-I'p･(1-K2)となる. Kは1以下で,理想ト

ランスのときにK-1となる.し｡を小さくするには, 鰭

をできるだけ1に近くするようにしなければならない. K
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いと'-クをたくさんならべる方法･い

ま一つは, !鹿妻の大きい紙を用いると

高書が漸減するから,電気的に寿ぎ患

ってやる方法である.実際には,いづ

れかのゴーン紙というのはない.後者

の方は竃気的K:うまく補償すれば,ど
:≡:÷∴ 

-クのないなめらかな特性と法る.後　第8図一低音SPで没意すること.第9図一高音SPのみOPTを用いる方法

者によれば, SPの能率が悪く法るわけでB'るが,最高音

部にそんなに大きな雷はないから,高言を撮調しても通勤

族になることはない.ノ､イ･インピーダンスのトゥイ-クー

が作りにくければ,無理に出力トランスレスにするととは

なく,高書専属の出力トランスを第9園のようにして使え

はよい･この出力トランスの一次側のリアクタンスは,ト

ウイ-ターボ担当する最低周波数において,負荷抵抗より

大きければよい･したがって,巻数はわずかでよく,鉄芯

も小型でよいから,蘭軍に擾秀な出力トランスができる.

6.そ　の　他

第6団の枕特蛙でわかるように,試作1号アンプのカ

ソードきバイアス瑳抗がZvに並列なので,高域での出力

は,バイアス抵抗ばかりに消費されるようになる.そのた

め高書になると減衰､してしまう.

ひどくミス･マッチしている出力トランス･レス･アン

プで, 4本の出力管を用い.パラレルPPにすると,最適

負荷は1,/2に,出力電流は2倍になるから,負荷はより最

適値に近ずき,最大出力は4倍近くに上昇することになる,

第16園は50IJi(25I'6)のパラレルPPの変り種である.

交流的には, VlとVb V2とVsがおのおの並列になり,

直流電源では, VlとVa VSとV｡がおのおの直列にな

って鋤く,あたi)前のパラPPK:しない理由. (I)ドライ

バーに200Ⅴ以上のB電圧が必要なこと. (2)ボイス･

コイルに流れる直流が少くてすむこと. (3)カソード捏抗

を底くしないでよく, VaV.は竿固定バイアスになること

などである.南利得アンプにするときは,パワー･トラン

スを使わない上之二ムる･

ABBPPのドライバをカソード･フォロ7-とし,直結

にして用い･ることがあるが,このクロス･シャントPPを

ドライバーとして用いれば,入力インピーダンスがさらに

〝音響殊の新しい話題'' 欝---sm:*---# 譜轟擬;籠撥舅饗● 

昭禾調光奮工業株或会話宣 
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I/4になり好都合である.

もとがき

定量的測定はま涛行っていないし,姦套_*ウイリアムリ

ン･アンプなどと比較していないので,擾劣を云々する資

格はない.しかし,第1号アンプの拐合でも,申雷以下に

関しては,大変キレイあ音1,億雷に不快な共振はなく,

過渡特性,混変調など満足な篇栗で,録音改選の録雪枝の

回転善にかえって悩まされ,カップリングを小さくしたり

Lk.第2号アンプでは,すみ切った高書が出るようにな

め,出力も大きくなったので,臨場感を増した.

t='ァノ以外のゾtlはよい苦がするもので,混変調や過渡

特怪はオーケストラを開いて見なければわからない.

とにかく,あの高値な出力トランスを用い急いで,さら

はHi-Fi　アンプができるとすれば,プロのアマには大

変な肩書で,それ涼からこそ筆者もいろいろとやってみた

わけです･アマチュアの方々に実験をおすずめするととも

に,ハイ･インピーダンスSPの市場化を製造業者の方々

に,期待させて戴きます.　　　(東京工業大学学生)

-立体録音再生をきいで(79ページより蹟く)-

音源の方向について　左右の認知良好.特にフォルテは

ハッキリしましな.前後はわかりにくいようです･しかし,

タイガーラックは,奥行も制に良く感じtLh.

雪の分離　小編成のものは良好･

歪　少いようです.但し中城のtt-クが一寸気になる.

癒労の問題　感じませんでした●　もっとも興味の方が発

になっているためかもしれません.

プログラム･ソースと再生機　自動車の吾など実物みた

い発った.

その他　受話器では立体感というよりも,有が穀くなっ

たり.左が強くなったりする感じ方が憩いようです.
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