
対称巻線型PP用出力トランスによる

EL34PPアンプの試作（7））

8
できることとできないこと

BW－5K－PPと名付けたトラン

スはたいへんな好評で迎えていただ

きました．トランスのあるべき形を

示したつもりでおりましたが，評価

というものにはまた別の要素もある

と思っていたので，少し気をよくし

ています．

トランスを介在させると，ポテン

シャルの異なる機器同士を何のトラ

ブルもなく接続することができま

す．このコモン・モードを切るとい

う点では，羞動入力アンプはとても

トランスに敵いません．いまのいま

まで，ピーとかプーとか勢大なバズ

音を出していたシステムに，トラン

スを入れただけで　ノイズがピクリ

と治まって，キツネにつままれたよ

うな経験が私自身何度もありまし

た．

しかしながら，ノイズの遮断に関

してはとても有能なトランスのいち

ばんの欠点は，音まで変ってしまう

ことでした．過去の銘器は，この弱
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の厚さとコ

ア枚数の異

なる4種の
トランスを
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点を逆手にとって，意識して音をつ

くろうとしているやに聴こえます．

故伊藤喜多男氏が，新登場のアン

プをトーキー・システムに入れると

帯域が拡すぎて「ピンピシ，パリパ

リ，ドコドン」というノイズの轟音

に悩まされた，と述懐されていまし

た力iトーキー用に作られたトラン

スの目的は，第一にノルマル・モー

ドでのフィルタなのです．ハイもロ

ーもバッサリと切らねばならなかっ

たのです．

1次側10kmで公称20Hのイ
ンダクタンスしかないPP用争ラ

ンスをビーム管で駆動したなら何が

起こるか，火を見るより明らかでし

ょう．

低音をバッサリと切るのは，スピ

ーカ保護のためでもありました

1950年代以前の50Hz以上にf。

のあるウーフアにf。以下の音を入

れたならば　いずれダンパの腰が抜

けてしまいます．腰抜けになる前で
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あっても，悲惨な苦しか出ません．

トランスには2種類あった

私はあるとき，トランスには2種

類あることに気がつきました．

ひとつは現在作られている大部分

がそうであるように，ロー・エンド

を入力すると，いかにもサチってい

ますとばかりに，腰砕けになるもの

です．

シングル用に限っていえば　こう

いうトランスには低音を入れてはい

けないのです．誌上で何度か申し上

げましたが，そういうときはカップ

リング・コンデンサを大きくしない

ことです．カソード・バイパス用も

もちろん小容量にします．プッシェ

プル回路では同相負帰還を併用する

ことです．

もうひとつのタイプは，トーキー

用途がその典型ですが，低音入力に

減法強いトランスです．その代わり

特性は露骨なフィルタとなってい

て，出力側では見事に低音が切れて

しまうものです．

軍用のマッチ箱ほどもないサイズ

ながら，＋30dBm（600tlで24．5V）

と大きな信号電圧を扱えるが，その

代わり150Hz～250Hzなどとい

うナロー・レンジのトランスも，同

様の性格を持っていました．

もっとも，このタイプはOdBm

（6000でImW，電圧0．775V）レベル

では，何とか20Hzが出ます．その
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代償として，独特の低音になるので

す．独特といったのは，楽器らしい

音ではなくなるという意味です．い

い音と聴こえるかも知れないが，ト

ランスがこしらえた音です．

BW－5K－PPの狙い

こういう性格を持ったものを，ナ

ローなトランスと呼ぶことにする

と，はじめに述べた‘‘新しげトラ

ンスは，ナロー・タイプとは逆に，

十分な1次イシダクタンスが避）るは

ずですが，なぜか低音入力に弱いの

です．結果として，トランス以前で

低音を切っておかねばならないので

す．これでは，苦労してl次イシダ

クタンスを大きくしてもその甲斐が

ありません．

だったら，1次インタクタンスは

大きく，低音入力に強いトランスこ

そ作るべきだと考えていました．今

回のトランスは業界の基準では考え

られない太い鋼線をしこたま巻き込

んだため，コアそのものがヤタラに

大きくなり，たいへん図体が大きく

なってしまいましたが，20年前に

は，馬鹿みたいだとの理由で試作す

ら断わられた構想がいまになって実

現したものです．

BW－5K－PPが想像以上に好評

だったので私は少し気が大きくな

っています．

I淑巻線

7次等熊 鉄Iiゝ

（LUX－SZ淑OPT）

（a）巻掠配列

トランスには1次イシダクタンス

があって，1次インピーダンスに並

列になります．すると，1次インピ

ーダンスが公称5kmの場合，50

Hzで5k即日当のインタクタンス

値16ヘンリーならば多極管を使

った場合は50Hzで－3dB落ちる

ことになります．

実用上50Hzが通るというため

には，その倍の32H，フラットと見

なすためにはさらに倍の64Hが必

要です．これ以上大きくしても特性

には現われませんが．シングル用ト

ランスでは，なかなか困難ですが，

現行のプッシェプル用トランスにと

っては当然の数値なのです．

私力澗題にしていたのは，信号レ

ベルと周波数によって大きく変化す

るインタクタンスの最小値を50

Hz／5V入力で測っていた規定で

す．ある真面目なメーカーのカタロ

グには，同じ50HzですがImW

つまり5kOで2．83Vを最小値と

しています．もちろん5V入力より

2．83Vでのインタグタンス値が小

さくなります．

50Hz未満の低周波は入力信号

にないのか．そんなわけはありませ

んし，とりわけブ陣寸称の波形では狂

烈な低周波成分を持っています．そ

れならば50Hz以下をトランスの

前でカットせよ，とでもいうのでし
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ようか．

トランスのひずみは，主として1

次インタクタンス不足によって低い

周波数に集中していることを忘れて

しまったわけではないでしょう．20

Hzを本気で通す気ならば　20Hz

で80Hと大きくシフ下します．10

Hに至っては160Hにもなります．

最小インタクタンス値はせめてl

VlOHzで表示して欲しいものだ，

と思っています．つまり，最も必要

なデータは2次巻線をオープンにし

たときのl次インピーダンスにほか

ならなかったのです．

BW5K－PPは，10Hzにおいて

160Hを楽にクリアしています．こ

の辺を狙っていたのですが，その結

果は，3極管モードでのf特が1Hz

でもまったくのフラットになりまし

た．1Hzで3dB落ちではなく，フ

ラットです．

既発表データ中のロス常陸のカー

プは，上下を引っくり返すとf特そ

のものですから，よくご覧ください．

ハイ・カットの特性は，強いて広帯

域にしたくなかったからですが，思

ったよりも広帯域になっています．

別にいじる必要もないと判断して，

そのままにしました．

高域常陸のデコボコを見る限り，

BW－5K－PPが2次側よりの負帰

還に向かないことも明らかですが，

NFBは不要と思います．

できることとできないこと

実は，つぎに電源トランスを作っ

て欲しいとの希望が，まず出てきま

しな確かにご指摘のように，PTは

OPTよりも音を変えることがよく

あるのです．

最初は私も乗り気になったのです

が，整流回路に手抜かりがあるので

はないかという疑問と，巻線抵抗さ

え合わせれば巻線のアンバランス

155



は大容量の平滑コンデンサによって

目をつぶれる可能性がめる，と考え

るようになりました．さらにPTに

二の足を踏んだ理由は，あまりにも

大きくなり，コストが同じ定格の製

品の2－3倍になるだろうとの悲観

的予想をしたためです．

現状のトランスでは手に負えない

と判断するまで　いろいろと工夫し

ながらお預けとしておきます．

（1）シリーズ・タップ化と負帰還

用はできない

実は，この2つは同じ構造になり

ます．シリーズ・タップという2次

の複数のインピーダンス対応策は，

たいへん便利なものではあります

が，2次巻線を複雑なネットワーク

化した構造にする必要があります

（第1図参照）．BW5KPPの巻線

構造では，あさらかに遊休巻線がで

きてしまいます．8－160として

も，80タップは使いものになりま

せん．どうしても160端子が必要

ならば，専用ということです．

8

シリーズ・タップ化がタメならば，

負帰還対応もまたできません．

（2）1次インピーダンス変更は

不必要

5kOという典型的なl次インピ

ーダンスを選んだ理由は，その昔は

高級出力管だった6CA7／EL34

が現在では安価で大量に流通してい

るのと，2A3，300B，6AS7－G）

6（50）CAlOなどなど，5短】のロ

ード・ラインが使えるクマが案外多

かったためでした．

3．5kmや6．6kOならば　2次

巻線をほんの少し増減すればできる

だろうとの意見もありましたが，そ

うは問屋が卸しません．

3．5kOだけは，5knと同じ巻線

構造を踏襲できると考えています

が，線径や巻数は変更すべきであり，

6．6kf】は構造を変えなければなら

ないでしょう．10短〕ともなると，

かなり複雑な接続になると考えてい

ます．これもしばらくお預けです．

スペーサーの厚さで音は異る

先月号で「音の展覧会にはステレ

オで…‥」と予告していたのですが

ステレオ版は少々部品に凝り過ぎ

たいへんなことになってしまいまし

た．

現在のシステムに落ち着いて以

来，仕事の関係もあり，製作から遠

ざかっていたため，お宝箱の部品が

経年変化をしていたのです．先月号

に発表した回路での試聴と測定をし

ていた際に，「ボソポソ」というノイ

ズ発したあと音が出なくなる状態に

なってしまいました．電源を切りし

ばらく経つと元に戻るのですが，ま

た同じ状態になり，展覧会当日まで

に原因を見つけることができず最

初の試作機を持ち込む羽目になって
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しまいました．楽しみにしていた参

加者の皆さんにはたいへん申訳な

く，ご容赦頂きたいと思います．

結果は収集品の部品／ヴィンテー

ジ・コンデンサと抵抗の複合経年変

化で　カップリング・コンデンサが

絶縁不良で直流が流れると，グリッ

ドの抵抗がおかしくなっていたよう

です．まともならば音がよい部品で

も，経年変化は避けがたく，「ヴィン

テージ品にはご用心」といわざるを

得ません．現在は，すべてチェック

ずみの現行品にしましたので，問題

はないようです．

BW－PP－5Kの製作

1121月号「クロストーク」に早くも

追試報告があり，たいへんよい評価

をいただき喜んでいます．こうした

報告が多数寄せられることを期待し

ていますが，頒布品のトランスを組

んでみて，気がついたことがありま

す．

コア組み後，巻線とコアの間の隙

間ですが∴試作時には石塚民力浩的

箸を削ってスぺ－サーにしていたの

ですが実際に組んで見ると割り箸

では美しくなく，どうしたものかと

ホームセンタで物色したところ，模

型用のヒノキ材がありました．幅15

ミリで厚さは1，2，3．ミリと揃

っています．これを切って使うのが

よさそうです．

斜めに力旺した面をコア側に挿入

するとつぎに挿入するのが楽で挿

入後カッターか彫刻刀で成型すれば

きれいに仕上がります．ネジ止め後

だとスペーサーが挿入できないの

で，注意してください．輪ゴムなど

で仮止めして置くと楽でしょう．

コア間スペーサーの厚さの問

題

BWPP－5Kの試作段階では，80

ミクロンから徐々に厚さを増して試

聴し，最終的に頒布品の0．2ミリに

なったのですが，その後，0．25と

0．35ミリのスぺ－サーができたの

でこれを使って製作してみました．

0．35ミリではコアが78枚しか積め

ないので，他の厚さのスぺ－サーも

同一のコア枚数で製作し，試聴した

ところ，コア枚数か減らたため聴感

上も多少低域が減った印象はあるも

のの，分解能では向上しているよう

に思われます．

「音の展賛会」では，試作1号機を

使ってこのスぺ－サーの異なるトラ

ンスを上醸したのですが，同様の感

想をお持ちになったかたが多かっだ

ようです．
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るのは，実際に使う際アンプ・ラッ

クの裏側より前面のほうがよいのは

自明の理です．プリアンプは別とし

て，この辺の配慮を学び取りたいも

のです．真意の理解と付け焼刃はま

ったく別物です．

現在設計中のアンプも伊藤流シャ

ーシで考えていますが，チョーク・

コイル2個はさすがにきつく，CR

フィルタにするしかないようです．

この点も実験中ですが，一何とかなり

そうです．この実験中に，先月号の

石塚整流回路で指摘された電源トラ

ンスの2次側の不平衡問題ですが，

どうやらよい解決方法が見つかりそ

うです．

2次側の各巻線ごとに別々に整流

し電圧を上醸すると，数ボルトの差

が検出されます．これを同じに揃え

れば　実質的に中点に対し平衡状態

が確立できるのではないか（？）と

いうことで電圧の高い側に適切な

直夕雌既を挿入すればよいことにな

ります．問題は，どの程度電流を流

せばよいかで無信号時の電流でよ

いのか，最大出力時なのか，試聴結

果と合わせて実験中ですが，およそ

無信号時電流で問題なさそうです．

例の直列ダイオードでも調整がき

くので　それでもよいのではと思っ

ています．

17 W

2　　　　4　　6　81　　　　2

入力（V）

〈第4図〉本態の入出力特性

実機製作には結構時間がかかりそ

うですが，次期トランス，実はライ

ン出力用のトランスを探している方

が多いので　このあたりを石塚氏と

研究中です．多用途トランスとして

販売できるのではないかと期待して

います．
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●本殿を測定中．手前にダイオード基板

BW－PP－15Kキットの第2回頒布
本キットはたいへん好評なので，改めて限定25セ

ット（50コ）のみ頒布することにしました．今回は少

数のため第1回分より少し高くなります．なお本文中

にある0．35ミリ厚スぺ－サご希望のかたには1組

（80枚）を1300円（税，送料こみ）でおわけします．

●申込期限：1月末日

●納付予定：2月中
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①コア：U，I型　各86枚i

②セパレータ：特殊紙（U型）90枚
③コイル：1コ

④その他：ネジ，ワッシャ，絶縁チューブほか

⑤シェタック：コア含浸用60餌

●価格：40000円／1セット（税込み）

●送料：1000円
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