
マルチチャネル用に帯域別出力トランスを自作
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●高域用では高解像度,低域用では躍動感

本誌2001年8　9月号で｢アウト

プット･トランスの作りかた｣を発

表しました.その後もトランスを試

作し,測定･試聴を行ってきました

那,今回は基本に戻って,あえて周

波数の広帯域化を追求しない周波数

帯域別トランスという構想をご紹介

します.

従来のトランス製作の概念を変え

て,マルチチャネル･アンプを対象

に,低域用トランス,高域用トラン

スに分けて設計します.周波数帯域

別トランス構想から得られるものは

高感度･商館線度と力量感･躍動感

の高いレベルでの再現です.

出力トランスにはいくつかの課題

がありますが,今回のトランス製作

は,前述の｢アウトプット･トラン

スの作りかた｣を多少アレンジして

いるだけで,製作方法は基本的に変

bっていません.なお,製作方法の
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詳細は前記の本誌2001年& 9月号

のトランス製作諮事をご参照くださ

い.

トランスの製作から始めるとアン

プの製作は手間がかかりますが,少

しずつ気長に製作工程を楽しめば

難しくありません.トランスの製作

技術があれば最適な信号伝達の設

計が可能はなります.

周波数帯域に見たトランスの

考えかた

トランスは｢定の条件を満たせば

解除度,臨場感,輪郭,力量感に優

れ,鮮度よく微小な信号にも対応し

ます.一方,トランスには以下の3

つの欠点があります.

(1)重量力渥iい

(2)コストカ清い

(3)周波数帯域が狭い

大型コアの使用と太い鋼線は重量

臆加藤一郎臆

増加と高コストにつながりま

特性をよくするために必要なもので

す.しかし周波数帯域が狭いことは

トランス特陸上の問題です.トラン

スは周波数常陸が狭くなる性質を狩

っています.従来この性質に対抗し

て周波数範囲を扱げる方法を採用し

てきましな以下は,その低域対策

と高域対策です.

(1)低域特性を重視したとき

シングル用出力トランスのイシダ

クタンスLpの基本式は以下のとお

りです.

Lp- (47lNNLLA) / (Lx loo)

N ;巻線回数, LL ;透磁率,

頴田A ;実効鉄心断面積,

低域対策は以下の3項目です.巻

緑回数,実効銑芯断面積,透磁率を

それぞれ大きくすることで,大きな

インタクタンスを確保します.

(D巻線回数;巻線回数は2乗で
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インタクタンスに影響します. ｢投

的に3,000回以上を確保します.

②実効鉄芯断面積:大型コアを

使用して,実効鉄心断面積を大きく

します.

③透磁率;出力管直流電流とギ

ャップを謳堕して,透磁率〟が最大

値になるよう,コアの直流磁化曲線

で感度の高い部分(a～b)を使闇

します(第1図).

珪素鋼では透磁率LLは磁束密度

によって30倍酪ヒします.

第2図はオリエント･コアの透磁

率の変化を示したものです.

こうして磁束密度を調整して透磁

率〟が最大値付近になるように無

信号時の動作点を設定するとする

ど,シングル出力トランスは感度が

高く,小出力時の低域再生力滞りに

なります.

(2)高域特性を重視したとき

トランスにはインタクタンスと同

時に巻線の直流抵抗,静電容量が存

在します.高域等価回路のL Cは

共振周波数を作ります.

f- (1/2m)J而-0. 159/JIB

((,'祭器
周波数(Hz) L:インタ

C :静電容量(F)

出力トランスのインタクタンスが

大きくなると,共振周波数が抵くな

ります.こうしたトランスの大型化

によるインタクタンス増大は高域特

性の悪化を描きます.これが出力ト

ランスはおける大きな課題です.

この課題に対して従来は①静電容

b ��〟 �� �� �� ��C 

a � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

Ⅲ　　　2　　　4　6　8100　　2　　　4　6　81K　　2　　　4　6　810K

周　波数(Hz)

く第1図〉オリエント･コアの輔緬靴理現　このa～bで動作するよう設計する

量の最村と, ②分割巻き, ③高域特

性溺軽といった3つの対策を行って

高域常陸を改善してきました.

①静電容量; 1段ごとに段間紙を

挟み,できるだけ静電容量の少ない

巻きかたを採用して,全体の静電容

量を少なくします.

②分害捲き;トランスは高域で振

動して, 2次側への伝達特性を悪化

します.超音波による伝達漏洩です.

分割巻きは,たとえば第3回のよう

に, 1次巻線の中間に2次巻線(0,

32mm¢150回)を挟みます.このよ

うに中間に2次巻線を挟むと1次巻

線の厚みが減少し,その結果超音波

振動周波数が高くなり,高域常陸が

改善されます.

③寓蛾靴輌躍;分割巻きにする

ど,コアに近い中心部分で高域にピ

ークカ発生します.一方,外仮騰線

ではタラタラと減表します.このピ

ークと減衰の周波数を巻線の直流抵

抗で同じ周波数帯に寵堕して,分割

", 

46810246810024681K 

磁化力H(A/m)
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(第2図〉

オリエント･コア

の透酵変化〟
が最大に凝るよ

う無信号時の動

作点を設定する

した巻線をパラ結合します.

第4図は3分割の周波数調整例で

す.ピークと減離合合成されて

高域特性がフラットになります.し

かし,この方法ではさらに高い周波

数にピークが現われます.

(3)トランス設計上の矛盾

トランスの周波数常陸を無理に転

げると,音が平面的になり,青線が

はっきりしなくなる傾向がありま

す.インタクタンスを高くするため

巻数を増加すると,当然直流抵抗が

増加して解線度が悪くなります.ま

輿,分割巻きで高域を伸ばすと音線

力淀まらなくなってしまいます.

従来,私はトランスの欠点である

周波数常陸の改善を課題として検討

してきました.しかし高域･低域の

2つの常陸をどのように両立するか

ば,以上のとおり矛盾していて,私

の捷術ではこのジレンマ解消に至っ

ていません.周波数帯域の広域化を

進めると失うものが大きいのです.

使用帯域別トランスの考え

そこで,基本に立ち返って周波数

特性を欲張らないトランス作りを再

考します.前述の｢アウトプット･

トランスの作りかた｣で発表した基

本方針を再度確認します.

基本方針は仕様常陸を満足した

うえで解線度がよく,臨場感を再現
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スピーカのインピーダンス比です.

ご存じのとおり,スピーカのインピ

ーダンス値は,振動系のコンプライ

アンス,機関酷も空気負荷の等価

質量,等価抵抗で決まり,これは周

波数,音圧レベルによって変わりま

す.

スピーカは最低共振周波数付近で

インピーダンスが急上昇しますの

で,低域ダンピング･ファクタは周

波数によって大きく変化することに

留意が必要です.

低域では,アンプの出力インピー

ダンスが高すぎるとダンピング不足

となり,ブミ-な音になります.一

万,倍すぎると過制動となり,低域

が不足します.最適なダンピング･

ファクタのマッチングが低域再生に

は必要です.

また,高域では,インピーダンス

はボイス･コイルのインタクタンス

により高くなり,このため,アンプ

の出力インピーダンスカ薄いと高域

が耳について, ``きつい音"になりま

す.逆に出力インピーダンスが低す

ぎると過制動となり,伸びのないつ

まらない再生音になります.

高域再生にも最適なアンプの出力

インピーダンス値があります. ｢股

にアンプとスピーカの棺陸といわれ

る部分です.

出力トランスは,ダイナミックに

刻々変化するスピーカと真空管の間

(第5図〉マルチアンプ化すればトランスも帯域ごとに特化できる

に入って信号を伝達します.また,

トランスの伝送常陸(主として伝送ロ

ス)は周波数によって変化します.こ

のため｢般的に出力トランスを使用

した真空管アンプでは低域(通常100

Hz以下)では出力インピーダンスが

低く,高域(5kHZ以上)では高くな

る働司にあります(第6図).

結局, 1台のアンプで低域から高

域まで最適なダンピング･ファクタ

を実現することは難しいのです.本

誌2002年9月号｢6BQ5パラシン

グル･アンプ｣である程度実現して

いますが,最適に到達するまでは難

しいと思います.

ここで周波敬語域別のトランスで

あれば適切な出力インピーダンス

設計により低域用,高域用スピーカ

毎に最適なダンピング･ファクタの

実現が可能になります.

高域,低域別トランスの設計

要素

周波数特性を無理に拡張しない考

えかたに立って,高域･低域用トラ

6　8100　　2　　　4　6　81K　　2　　　4　6　810K　　2　　　4

周　波数(Hz)

く第6図)真空管アンプの出力インピーダンス特性の一例
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ンスの設計要素を検討してみます.

(1)高域用トランス

高域用トランスでは,直流抵抗を

極限まで減らして,解線度あ渇く繊

細できめ細かさと透明感のある再生

音を目指します.目標とする設計要

素は以下のとおりです.

①直流国元;巻数が少なくてすむ

ので電力損失の少ない超太鋼線(過

常2次側に使用する)を使用します.

解線度よく,微小な信号を最大漏ら

さずスピーカに伝達できます.

②分布容畳;従来どおり鋼線を横
一列に巻き,絶縁陳を挟んで段間蹄

撥をとって何層も重ねていく方法を

採用します.なお,高域席トランス

では巻数が減るため,静電容量が相

対的に減少します.

③騒動;分割巻きをしないの?,

分割した巻線の振動競合は発生しま

せん.インタクタンスが少ないので,

高域常陸調整の手段を講じなくても

すみます.

その他,副次的な効果として以下

2点があります.

④最適なダンピング･ファクタ設

定:ボイス･コイルのインタクタン

ス増加に合わせて最適なアンフ側の

インピーダンスが設計可能です(高

ダンピング･ファクタ設定).

⑤スピーカ保護;低域大信号時の

スピーカ保護効果があります.

(2)低域用トランス

コアの大型化と高透磁率で十分

なインタクタンスを確保します.

低域トランスでは特に小出力時の

ラ　ジオ技術
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再生が重要です.たとえばベース

の弦が弾かれたとき最初に音のピー

クが来ますが, 1-2秒後もなんとな

く弦が振動して空気が揺れ動いてい

る,オーケストラで大太鼓が打たれ

た後もずっと空気力濡れている,こ

のような小出力時の低域再生力聴高揚

感の再現に大きな影響を与えます.

また,人間の聴覚はラウドネス曲

線からわかるとおり小出力時に低域

が多く必要になります.私は小出力

時の超低域再生がよい音の再生に重

要と考えています.意外と思われる

かもしれませんが,シングル用大型

トランスは感度よく,小出力時に低

域が出ます.

低域再生の目標とする設計要素は

以下のとおりです.

①コアの大型化;実効有効断面積

を増やしてインタクタンスを確保し

ます.

②高透磁率の設計:無信号時の直

鞠ヒでコアカ清い透磁率になるよ

うに,コアの大型化に伴って空隙の

間隔を狭く読整します.

(蔓嬢動:分割巻きをしないの?,

巻線の振動競合は発生しません.

その他副次的な効果は以下の2

点です.

④最適なダンピング･ファクタ設

定;高域と同様最適なダンピング･

ファクタの設定が可能になります.

(⑤フィルタ効果:低域用スピーカ

に余計な高域信号が入らないので,

好都合です.

高域用トランスの設計

いよいよ高域トランスの設計要素

に基づいてマルチチャネル･アンプ

に使用するトランスを設計します.

最適な巻線の太さ･回数,設計磁

束密度,鉄心断面積の3要素を決定

するため,設計シミュレーションに

より仕様と特性の評価を行いまし

た.この結果,単に小型化してイン

タクタンスを減らすよりも,大きな

コアを使って巻線回数を少なくして

直流抵抗を少なくした方が,電力効

率が高くなることが明らかになりま

した.試聴結果でも,満足できる高

APE.　2009

(第2表〉ト

商戦用出力ト
ランス用コア

の仕様

域トランスを開発することができま

した.

(1)基本仕様

第1表は高域用出力トランスの基

本仕様です.

要点は以下のとおりです.

● 1次インピーダンスを3200偶

2次インピーダンスは,使用スピー

カの公称インピーダンスを80と

して設計します.

●最大設計出力(2次)は,余裕を持

たせ20 Wで設計します.

● l次直流重畳電流は60mAとし

て設計します.

●設計基準低域周波数は高域用とし

て200Hzとします.

●ウルトラリニア回路にも使えるよ

うに25%, 40%(60%, 75%)のタ

ップを出します.

(2)コア

コア･サイズはEI型2号で,材質

はオリエント･コアです.コア幅は

50mm, 0.35mm厚のコアを140

枚程踵ねます.

第2表にコアの仕様を示します.

高域用トランスですが,実効鉄心

断面積15.8 cm2の大型コアを使用

します.極力太い巻線で巻数を少な

くして直流抵流を減らし,動作は高

透磁率の範囲のみを使用します.

(3)巻線の設計

材質　　　　　　　　オリエント　0.35m厚

鉄心　外形(縦)　　Ll

外形(横)　　L 2

厚み　　　　　　t

中心幅　　　　C

横幅　　　　　d

体積　　　　　Ⅴ

実効断面積　　A

窓　厚み　　　　　　a

幅　　　　　　　　b

面積　　　　　　axb

平均磁路長1 2aX2bX乃d
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実効鉄心断面積21. 1 cm2大型コ

アとなります.

(3)巻線の設計

第6表は巻線回数の設計値です.

表からおわかりのとおり,

●1次80000と2次80の巻線

比はJ(8000/8) =31.62

● 2次巻線回数は1.1mm¢銅線

を1段当り50回を3段巻いて, 150

回にします.

● 1次巻線回数は, 2次巻回数から

巻線回数比で求めて4743回となり

ます.

●巻線回数が多いので　インタクタ

ンスは82.5Hになります.

●低域用トランスではダイナミック

で迫力ある低域の再生が目標ですか

ら,巻線数を増やします. 0.32 mm¢

銅線で4743回巻きます. 1次直流逝

抗は294.5 0です.

●太い銅線1.1m¢を使用して

3段150回巻きます. 2次側はスピ

ーカからの逆起電力をショートする

ため,直流抵抗は0.39(自こ低く押

さえています.

●設計基準低域周波数10 Hz,最大

設計出力35Wインタクタンス

82.5Hはシングル用トランスとし

ては驚異的です.

く第7表〉ト

高域用,低域用

各トランスの

設計値の比較.

商戦用トラン

スの電力効率

は98.5%に

達している

帯域別トランスの構想のまと

め

第7表に高域用と低域用トランス

の設計の特徴を比較しました.

1次インピーダンスは,力量感･躍

動感を求めて低域トランスが高くな

っています.他に,設計基準低域周

波数が20倍(この差が他の項目に大

きな影響を与えます),インタクタン

スが20億, 1次巻線抵抗が35倍違

います.これらカ満城用と低域用で

大きく異なる点です.

電力効率が高域用は際立って高く

なります.

●高域用6CA7(S)アンプ

APR. 2009

トランスには,重量が重い,コス

トか薄い,周波数帯域が狭い欠点が

あります.特に問題とされるのは周

波数特性が狭くなる性質を持ってい

ることです.それで,いままでは周

波数範囲を転げる努力を試みてきま

した.

しかし,トランスの周波数特蛙の

課題解決は,時として音質の劣化を

招きます.高域･低域の異なる2つ

の常陸をどうやって両立するか大き

な課題でした.第7表のとおり,高

域･低域用の差はインタクタンスの

大きな違い,巻線抵抗の大きな差と

電力効率の違いにあります.

私は高域･低域で求められる常陸

が大きく異なるトランスを1台でカ

バーすることは極めて難しい,と思

っています.このジレンマの解決法

力消波数諜報網トランスという発想

の原点です.これがマルチチャネ

ル･アンプ用トランスであれば両立

が可能になります.透明感/解像度の

よさは高域トランスに,力量感･躍

動感は低域トランスに向けて検討し

ました.

次回以降では高域用トランスの製

作&実装,低域用トランスの製作&

実装,マルチチャネル･アンプ化に

ついてご紹介します.
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