
バイポーラ・トランジスタの

使いかたを考える（17）

石塚峻　8監諾震驚喜ンスの設計と

1次2次とも直夕噸いでは励磁

電流の差を補正する必要がある

11月号のP．124の第2図は，“好

ましいトランスの考えかたかとして

あります．磁束密度を半減させるの

に最も手取り早い方法はl次電圧を

半分にする，という説明のつもりで

おりました

ところが　斉木氏から．「第2図

のように1次側を直列にしたところ

電圧値がアンバランスになってしま

う」と苦情がありました

つまり，第1図のように1次側

が100Vで2次側が16Vならば

第2図のように直列にするとそれ

ぞれの1次側に50Vずつ振り分け

られて，おのおのの2次側に8Vず

つになるはずが　一方が6．5Vで

もう一方が8．5Vになったという

ことなのです．まさか．ほんとうに

l次側と2次側を直列にするとは思

っていなかったので　少しあわてま

した

もうひとつは　ある“音を聴く会

合’’で　機器の前にlkVAくらいの

絶縁トランスが入っていました1

次側も2次側も100Vのものです．

「こんなものを入れると中低域の

音がやせるよ」といってはずしても

らうと．内声部だけでなくベースま

でも消えていたのです．
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コア材の〟を大きくしようとして

磁束密度を大きくとったトランスは

かならずこうなる．磁束密度が大き

くできる高性能コアほど極端なの

だ　と説明申し上げました．

‘‘なるほど’’と一同納得されたの

ですが　その後がいけませんでし

た　同じ絶縁トランスを3個持って

いるから，2個さらには3個シリー

ズにするつもり，といい出したので

す．Tさんでした　ほんとうにやり

かねないかたです．

一見して簡単そうな方法には飛び

つくものだ　と少し困ったので　ホ

ワイト・ボードを出してもらい説明

させていただきました1次側と2

〈第1図〉こういう表示のあるトランスは

どう使えるのか

〈第2図〉1次2次を直列にすれば　それぞ

れ50Vと8Vになるはずだが　それは励
磁輔が等しい場合に限られる

次側をそれぞれ直列にするのは　や

ってもいいけれど　条件があるので

す．それはコアのバラつきに起因し

た励磁電流の違いを補正するという

条件です．

1次2次とも100Vの絶縁トラン

ス，当然同一銘柄の同「規格の2個

に，それぞれ100Vのl次電圧を

与えます．1次側をパラにしておい

て厳密に同一条件にしたうえで　そ

れぞれ2次側の無負荷離値を測っ

てみると，誤差範囲で同一値です．

同一定格ですから当然で　巻線数も

同一ならば　同一のコアを同じ枚数

入れてあるのです．

こんどば1次側を直列にし．2次

側も直列にします．期待される状態

は　それぞれAのトランスとBの

トランスの1次巻線と2次巻線の端

子電圧は　ちょうど電灯線交流電圧

の2分の1である50Vずつになっ

ているだろうと思われるでしょう．

斉木さんも，Tさんも同じ期待をし

ていたわけです．

これはトランスの専門家ならば

「何てことするんだ」とまゆをひそ

める行為なのです，実は　第3図

のように．きれいに1次電圧が半分

に分割する確率はゼロに近いので

す．現実には見事にアンバランスに

なり，一方だけが発熱することもよ

くあるのです．
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●こうしたいのだが ●こうなってしまう

〈第3図〉絶縁トランスを直列にした場合なかなか
期待どおりには働いてくれない

なぜかというと，トランスという

ものは2次側オープンでも1次側巻

線には励磁電流というものが流れ

コアを磁化しているからです．励磁

電流はコアの透磁率（のによって

異なった値を示し，〟の大きな高性

能コアほと叫、さくなるのです．

そして，これは磁束密度によって

も変化します．コアの〟値は，ごく

薄いl）ボン状の巻鉄芯にして測った

ものです．それなりの厚みを持った

板状に作ると．部分によって4倍は

異なります．

さらに．高性能コアほど極端なの

ですが　プレスしてEIコアやLコ

アなどに打ち抜くと，小はガクッと

落ちてしまいます（第4図）．安物

のコアでは熟処理しない場合もあり

ますが　オリエント材以上ではかな

らず熱処理してこの落ち込みを少し

〈第4図〉
①値はリボン

状の巻鉄心で
定義されたも

の．高〟のコ
アほと打抜き

によって（②の

ようになり．
熱処理しても

③までしか戻
らない

（
ミ
）
常
態
爛
圭

でも抑えようとします．

それでも完全に戻ることはなく，

リボンで作った巻鉄芯のレベルには

どうしてもなりません．はっきりい

えば　抜きコアなどは1枚1枚が違

った〟値を持っているのです．現実

のトランスは　積まれたコアの積分

平均値でできており，同一ロットの

製品でも，1個1個違った励磁電流

になっていて当然なのです．

ついでにいいますと，コアの〟が

異なるわけですから，1次インタク

タンス値にも個体差が出て当然なの

です．

1次巻線を並列にすると，それぞ

れのトランスごとに，異った励磁電

流を流すことができますからよいの

ですが　直列にすると同一電流にな

ってしまいます．すると，磁束密度

が変化せざるを得ませんから，それ

4。V T 霊 へ Ⅵ駕 ）。。。．．＝”。

r串 1000

0・lT Ce

「他chへ　　 諜M15　　　 LEDX2　 あ
ら

。。V「霊 言 継M15　　 しなりノノ＼c　 77万
5
　　　 LEDx2

阜

Cs

l

lT ．麟 l000

力7

01000　1OOn

Cl－Ce：1000－2500〟／35－50V

R：Wが18－20Vに在るように決める（本職で（れ000）
78M15．7815：安放怨替

〈第5図〉1987年7月号に発表したイコライザ・アンプ．トランスの使いかたに注意

DEC．　2010

それの端子電圧が変ってしまうわけ

です．

第2図点線のように2次側だけを

並列にすると，そこはトランスで

2次側電圧は一定ですから．励磁電

流のアンバランス分も2次側に流れ

ることにより，1次電圧は2分割さ

れます．

私は　87年7月に発表したイコ

ライザ・アンプで1次側を直列に

して磁束密度を下げて．1次側を独

立させていますが（第5図），当

然，無負荷では1次電圧が2分割に

はならず　2次側を一定電流にした

うえで　電流値をコントロールして

1次電圧をちょうど2分割にしてい

ます．

もし．どうしてもl次2次とも直

列にしたければ　第6図（D⑤のよ

うに1次側電圧の大きい方に励磁電

流の違いの分だけの負荷を余分につ

ないでやりますが　2次側の負荷に

よって電圧値が変化しますから，一

定の電流負荷である必要がありま

す．

結局は　そう簡単に都合よくはい

かないのです．ひところは，1次電

圧が200Vのトランスが数多く出

回っていて，特注してもさほどの値

段ではなかったのですか　いまでは

それなりの工夫が必要になりまし

た．

整流してから並列にする
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私は，BW－PP－5KというOPT

を設計した際に，2次巻線を分割し

て並列にする分割サンドイッチ巻き

という．常識的な手法を使いたくな

いといって．実際に止めてもらいま

した

インピーダンスの異なる巻線同士

を並列にするサンドイッチ法はどう

してもやりたくなかったのです．理

由はひとつだけ，“音が悪い”，具

体的にいえば　音が請ってしまうか

らなのです．

巻線を並列にしてはいけないのは

電源トランスの場合も同様で　ある

いはOPT以上であり，別コアのコ

イルを並列にしてもまずいのは同じ

ことです．

こういう場合は　第7図のよう

にいったん整流回路を通せばいいの

です．一見すると．両波整¢柏半波）

と思えるかも知れませんが　2つの

巻線はコアから独立していますか

ら，単なる単相の半波であり，直流

磁界を持ってしまいます．

ではどうするかといえば　プラ

ス・マイナス2電源にするか，倍電

圧電源にしたのち並列にするか．い

ずれかになります（第8図）．私の

行った工夫はこの程度のものです．

安くつくるのではなく，

音を悪くしない設計が必要

真空管アンプの場合，OPTのコ

ストはPTの2倍以上が常識でし

た．しかしどう理屈をつけても，
100V

（Dトランスの表示

PH．100V
Sec．40V／0．3A

②2次無負荷時

蕃
③2次160くさ負荷

謂1
（Sec．50V／0．3Aとすべき）

④①のトランスを2コ直列

23．27V→（22．OV）

20．92V・→（22．OV）

⑤励磁屯流の差分だけを抵抗に流すと④
の（）内の値のようにバランスする

⑥負荷を与えるとバランス抵抗の値も変る

（1次側は49．3V）

〈第6図〉第5図で使用したトランスを使っての実測値　これからすると，このトランスの
表示は50Ⅴ／0．3Aとすべきだったことがわかる．

OPTよりも数倍は大きい電力を扱

う電源トランスがOPTの半額以

下，というのはおかしいのです．電

源トランスは安物でいいと安易に考

えるから，アンプの音はよくならな

いのです．

安く上げるための工夫は，まず磁

束密度をギl）ギリまで高くしてコア

の断面積を抑え，巻線をできる限り

短かく設計することです．

「電源トランスは安くなければ誰

も買ってくれない」と，20数年前

私と等々力光水さんを呼びつけたあ

るトランス・メーカーの社長は，試

作を拒否した理由をこういい放ちま

〈第7図〉

音の点からは2次をい
きなり並列にせず　い
ったん整流してから並

列にする．ただし．こ

れでは各トランスは半
波整流となる

しだ　私も等々力さんも‘‘無償で提

供しろ”などとはいってないのに，

です．おそらく，音のよさを前提に

するとトランスは安くならないとい

うことが明らかになるのか　商売に

とって好ましくないと考えたのでし

ょう．

トランスの製造原価を下げるため

に，してはならない方法をとること

があります．

BW－PP－5Kのコア組みは　紙＝

スペーサを入れていることもあっ

て，1台あたり30分はかかるはず

です．しかし，紙を入れない，単純

なコア積みであれば　手慣れた作業

員ならば数分とかかりません，

大部分のCコアだけを両方から

一気に入れていき，Iコアをスキ間

にスルリと入れます．残りは少しず

つ入れておしまい．見事なもので

す．しかし．これは“高級”なオリ

エント・コアを使った原価の高い

OPTだからできることなのです．

製造コストをギリギリに下げなけ

ラ　ジオ技術



（1）プラス・マイナス2電源
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（2）佳境圧にしてから並列にする

■漢書漢案 臆
漢音

〈第8図〉1次．2次巻線を直列にする場合の正しい方法

ればならない安価なトランスではど

うするか　全部のコアを一度に強引

に入れ込むのです，当然納まるわけ

がなく，はみ出しますから，ハンマ

ーで叩いて押し込むのです．

ハンマーでコアを叩くのがいいの

かといえば　絶対にやってはいけな

いはずです．パーマロイなら1巻の

終わり，オリエント材だってタメに

決まっています．ハイライト材の，

それも安価でもともと〟が高くなら

ないものを使いたがるのは，コア組

みの時間を短縮したい，ハンマーで

0回、てもいいから，というコスト第

一主義によるものです，

パーマロイ・コアですら．プラス

チック・ハンマーで叩くといった勇

気あるメーカーもありました「ウ

チは良心的なので鉄のハンマーでは

なく，木づちを使ってゆっくりや

る」と自慢（の　したところさえあ

りました

25V／90mA X2

DEC．　2010

この話は，中国ではなく，この日

本でのことなのです．となれば　安

いトランスは　コアの〟がデータ以

上に落ちているという前提で使うの

が当然でしょう．音のよし悪しなど

考えの外なのです．

新トランスによる試作電源回路

私は整流直後に増幅回路の電源端

子をつなぐことはほとんどありませ

んでした　しかし，Opアンプはも

ちろんのこと，極めてシンプルなデ

ィスクリート回路であっても，整流

電源のリプル電圧が増幅回路の出力

に現われることなどありません．

ただ　半波整流は電源電匠の直流

変動がとても大きく，いわゆるレギ

ュレーションがよくない霞源です．

さらに“抵抗インプット整流’’にな

ると，この変動は極端を通り越して

います．

つまりは　シャント・レギュレー

1000Ll／80V X2

30．5V　 m，

′

＋
6 00 gl

′〇

〇〇

6 0 0 g〕

D：600V／1．2A X8

〈第9図〉
試作トランスを使
った整流平滑回
路．8コのダイオ
ードの順方向電圧
VFは厳密に揃え
ること

夕を入れるかして電源電圧を安定化

する必要があったわけです．しかし

何度となく申し上げたとおり，整流

電源特有の音－とくにトランスの

音－は安定化回路で抑え込むこと

はできません．また，電池電源は整

流電源に劣る，とは以前からいい続

けたとおりです．

トランス試作の一環として，Op

アンプを含む増幅投用のトランスが

できてきました．

2次巻線は25V／0．09Aが2回

路ですから，合計して4．5VAとい

う最も小さい部類です．しかしなが

ら，25Vの2巻線を完全にバラン

スさせています．当然ですが　磁束

密度は半減させていますし，90mA

にしては極めて太い巻線径になって

おり．磁束を下げたことによる銅損

増加に対処させています．

シールドは対コアの2カ所に，

全の形で施しています．さらに，

ったコアは最上等のオl）エント

方
便
　
コ

アです．よほどのことがない限り．

いわゆるヒ一夕・トランスにはふつ

うハイライト・コアの安価なものが

使われています．

おまけに，2次巻線を包み込むよ

うに1次巻線を2分割してあり．先

ほどもいったとおりに2つの2次巻

線はバランスさせてあるのです．

さらに，巻線の帯電防止策を施し

てありますが　これは人工衛星に載
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