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（29）整流回路の設計法①　　　　石塚峻

音を悪化させる方向に

‘‘進化かしてきた整流回路

整流回路は最終的に音を悪くする

ことができます．私だけではなく．

ご存じの別府俊幸氏もいっておられ

ることですが整流回路で創られた

音を安定化電源で修正することはで

きないのです．

整流回路が持つ根源的な悪さと考

えているのは．平滑コンデンサにチ

ャージされるパルス状の電流がノイ

ズを盛大に出していることでリプ

ルが大きいくせに，半端整流力静か

に聴こえることや，金波整流のレギ

ュレーションを向上させようという

第1図のような試みはかならず騒々

しい音になって返ってきます．

かつては「整流管による整流の音

がよいなど何おかいわんや」と批

判されました，「寿命が短い．チャー

ジ電流のピークに耐えられない．内

部抵抗が大きくてパワー・トランス

を改善しても何もならない」…．確

かにこれではいいところが1つもあ

りません．平滑用電解コンデンサの

高周波特性がよくない．ダイオード

を高速化せよ，という有難いご意見

はすべてアンプをノイジーにしただ

け，つまり音は悪化しました．

片や真空管派は調子に乗ったわ

けではないでしょうが「平滑コンデ

ンサを低容量化すると音はよくな

る．4〟F，いや2lJFがいい．とま
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でいいます．これでは大正や昭和の

初めのレベルに戻れというのと同じ

です．整流回路を改善すると音は悪

くなるとまでいっているのです

レギュレーションという

評価軸でよいのか

電源トランスの2次側には定格

電流を流したとき定格電圧が出てき

ます．トランスにはl次2次の巻線

抵抗があり，電流が流れると電圧が

下がりますから，無負荷時には2次

電圧が上昇します∴無負荷時の輔

が巻線比で定まった電圧比になって

います（第2図．そして，出力電流が

少しくらい増えても，トランス2次

側のピーク電圧Emから出力電圧は

あまり下がらない状態をレギュレー

キコ

ション良好といい，レギュレーション

のよいのがいい電源というわけです．

シヤーデの図表を読むと，レギュ

レーションをよくするにはサプラ

イ・インピーダンスを小さくすれば

よいのですから，トランスの巻線抵

抗をできるだけ小さくし，整流素子

の内部抵抗を小さく．平滑コンデン

サは大きくすることになります．

1930年に電解コンデンサが開発

され　一気に5－10倍の大容量が

実現しました真っ先に採用したの

がウェスタン・エレクトリックで

WE－86と91には20ILFという当

時としては超大容量が入っています．

私が回路図を読めるようになった

のは，1960年代の半ば過ぎで　そ

れまでの数年間は部品をつないでい

彊 ・・・

＋

Cl．C2＝47HF〟50V

●失敗した改善策
〈第1図〉

諾器紫　②47uF→60uF′800V：音はスカスカ．クリップ感大
ろためしてみた
が．結局はダメ
だった

丑流行したオイル・コン並列で高域特性の
改善を狙ったが

‡100弓 100十 十
これもタメ
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（D定格30WIAのトランス

100V　30V
●1Armsを流したとき

30Vになる

②高磁束，ターン数少のトランスは5％巻き足す

配車牡
ただけでした　その当時，整流管は

保守部品扱いであり，シリコン・ダ

イオードは信頼性が増して，定格の

40倍のチャージ電流が当然になって

いたのです．それならトランスの巻

線抵抗を小さくし．平滑コンデンサ

を大容量化すればいいのです．

私の記憶では，国産のメーカーで

電源トランスに，高磁束で使っても

鉄損が増えない．その代わり高価な

オl）エント・コアを最初に導入した

のが「タンゴ」で　それまで格落ちと

見られていた平田電機は「気に高級

オーディオ用として各種高性能とト

ランスを発売していきました

ところが　高級品よりもレギュレ

ーションに劣るジャンク・ボックス

のトランスの音がよかったりするの

です．当然レギュレーションは悪化

しているのですか　音はこちらがま

ともです．ダイオードを高価なもの

に変えましたし，平滑コンデンサを

電解ではなくオイル・コン並列にし

ても見ました　しかし，ヒューズが

飛びやすくなっただけで　音はむし

ろ騒々しいのです．

あるとき両波整流のダイオードが

片側だけ飛んでしまったところ，想

像とは逆に，騒々しさが減ったので

す（第3図）．半波整流だけでも十分

使える容量のものをサプライ・イン

ピーダンスを下げようと導入したも

DEC．　2014

1〈第2図〉
トランスの定格
はこうなってい

るが，念のため
測っておいた

方がよい

ー

半 波 全 波 ブ リ ッ ジ

容 量

1 次 V A 3 4 ．9 1 ．2 3 1 ．2 3

2 次 V A 3 4 ．9 1 ．7 2 5 1 ．2 3

直 流 平 均 E 6 0 ．4 5 E S 0 ．9 E S 0 ．9 E s

〈第3図〉半波整流になった方が音は静かだった

のですから．驚きました　電源を抜

いて整流のチャージを止めると，こ

れは静かでいい音です．半波整流の

音はこちらに近いのです．

それにしても，半波整流は全波整

流に比べると3倍のトランス容量が

必要です．つまり．レギュレーショ

ンの点でも利用率の点でも，半波整

流は劣っているのです．ということ

から，“レギュレーション”という

考えかたは　音を聴くうえではまち

がっていたのではないかと，考えは

じめたのです．

1969年に浅野勇氏の「魅惑の真空

管アンプ」の連載が『MJ』誌上でスタ

ートしました．困ったことに，“音

は特性では決まらない，部品，なか

苛

（ヽノ

放電

C

んづく真空管の個性が重要”という

主張がはっきりとしていて，これは

完全に“Hi－Fi”の否定です．そして

浅野アンプは－ここが問題ですが

一一一たいへんいい音なのです．

浅野アンプの整流器は真空管であ

り，それも開発された時代のオリジ

ナルを使う徹底ぶりです．そして，

平滑コンデンサを大きくするような

“改善当ましていなかったのです．

比較して聴いたUアンプ　Aア

ンプ　Mアンプは明らかに格下でし

た　これらのアンプは音がいいとさ

れていたのです．

コンデンサ・インプット整流一平

滑回路．とわざわざ“平滑購を入れ

たのは　厳密な整流回路とは抵抗だ

最大値Em二のEs　（実効値）

（トランス2次電圧は実効値表示）

RL　　①平滑CにはEmまで充電

②C・RLの時定数で放電

③Cの端子電圧以上のEm・Simwt

でふたたび充電

〈第4図〉整流回路の動作

… ’’‾

R∴：電源電圧調壁用 九

15WO．5AでRL30n

C＝4700LIF→WC・RL：44

C＝1000uF→WC・RL：94

〈第5図〉トランジスタ用単電源．レギュレーションの悪い方が音はいい？
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RS／Rし

く第9図〉wc弓h＝300のときの雨侃・とEDC／Emの関係．第8図とは横軸の値が違う
のに注意

インプット整流一一平滑回路のプレー

ト直流電流とrms電流値の比と，

やはり直流とピーク電流値の比のグ

ラフが載っています．氏によると，

元祖はシヤーデだそうですが引用

します．

気をつけるべきはnのC・R伍），

寵／nR（曲にすることで半波で

はn＝1，全波ではnこ2になってい

ることです．これは∴第7図でおわ

かりのとおり．両波にしろゲ）ッジ

にしろ．全波整流では折り返された

反転側の波から電流パルスが供給さ

れるためでしょう．

すると，半波整流の正しく倍にな

るには　ブリッジ整流時にはダイオ

ードが揃っているのが前提であり，

両波整流の場合は　まず2巻線が揃

っていなくてはなりません．金波整

流時に，打ち消されて出ないはずの

基本波の50Hzのリプルが検出され

るのが何よりの証拠でしょう．

ピーク値と直流との比率を見てみ

ると．WE－91の高言／RLは0．15

－0．2と推定しました　この場合n

＝2ですから，0．075－0．1を見ます．

のC・m＝33でしたので　2倍して
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66の列を見ると．0．1－0．05曲線

のフラット部分です．プレート1つ

あたりピーク値は直流の5．2－6倍

弱と読み取れます．

現在の高性能整流電源では雨／

RL＝0．05としましたから．0．025

のラインを見ると，ピーク値は8倍

に近い．ただ　ピーク電流と直流値

の比がlプレートあたりになってい

ますから，同一出力電圧で比べて，

半波のピーク電流が流れるようにも

思えますが，2つのダイオードに等

しい直流電流と考えると，出力が同

じならば直流電流値もピーク電流の

比は半波と変わらないと考えるのが

妥当でしょう．

一見無茶に思える両波の2巻線の

一方を遊ばせた半波整流も．音はい

いといわれています．ただ電源のオ

ン・オフ時には遊び端子にかなりの

高圧が誘導されているはずでそれ

で大丈夫か，心配ですが

シヤーデの図表の使いかた

図表と呼ぶからには一日見れば定

数がわかってもよさそうなのに，ま

ずサプライ・インピーダンスと負荷

抵抗なるものの比の計算が要求され

ます．負荷抵抗といっても，実体の

抵抗ではなく　出力（になるであろう）

電圧を出力（になるであろう）電流を割

った値つまり仮定の値です．定電

流回路をある電圧でもしない限り，

あり得ません．さらにさらに．00C・

RLなる値がパラメータとなってい

てやっと出力電圧が定まる．という

曲線の集合なのです．

いまなら真空管用でもトランジス

タ用でもこの値を100以上にできま

すから，uC・RL＝300として断続

している雨／血を読み取り，EDC

／Em値と対応させた点を結んでみ

ました　これが第8，9図です．

古典回路派のかたはオリジナルの

定数をそのまま導入されればよいの

です．古物のUTCトランスにタン

ゴの新鋭トランスが及ばないとの苦

情は，タンゴの2次巻線に抵抗を入

れて，レギュレーションをUTC並

みに落とせi輔映するはずです．

第8，9図は案外便利に使えるカ

ープだと自賛するのですが危うけ

なメーカーやジャンク品などでは，

無負荷時の2次電圧と定格電流時の

定格（と思われる）2次電圧を測ってト

ランスのサプライ・インピーダンス

を貸出したほうが安全です．現に

手元にはまったく表示が当てになら

ないシロモノがあります．結局のと

ころ．逐次計算によって使用範囲に

追い込むことになります．

結局　レギュレーションは戦前の

アメリカ並みに落とす；という結論

になります．前述のP60－185Gと

いう特殊巻線のトランスを除いて．

巻線から直接整流するのは無理　と

考えてください．B電流による離

変動の変化が大きすぎてトラブルに

なる場合にはWE－91に学んで

50％，あるいはそれ以上のプ）一夕

電流を流すことです．
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