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スピーカ・ケーブルは振動し

ている？

部品の主要特性に宿命的について

きてしまう要素としてのストレー・

キャパシティについて，前回ブリッ

ジを使って測定しました．今回は，

電流を流した時の電線の動きを実験

したいと思い／ます．

これがオーディオに何の役に立つ

かについては，筆者は主張する何も

ありません．ただ，これをやってみ

たいと思ったのは，読者の投書で

スピーカの配線を固く縛ったら音が

しまった…‥，というのを読んだ時，

比較的大電流が流れるスピーカ配線

は，2線間の電磁作用によって相互

に力が働き，測定できるほどの動き

スiピーカ・ケーブルの
振動を測る‾／i（il）／

とはむずかしいもの／

●真鍋の角パイプに穏流を流したときの振動を測る．右のレーザー変位計も含めて測定部分は鉄製のセ

ミ定盤の上に置き，クロスゲージを使って変位計を校正する

が発生するのかな（？），と思いまし

た．筆者の手持ちのレーザー変拉計

を活用して，それが検証できればと

いう好奇心で実験を始めました．

縛ったときの効果まで「足飛びには

いきませんが，基礎実験として，電

流と線の動きを調べてみます．

イントロダクション　　基礎的

なお話

電流とカ，動きの関連ではモータ

に代表される実験があります．筆者

セムクリッワ

ニ（

∈ オ ‾磁石

団結コイル　 縁 ¢

半周エナメルをは

0．5mm穏度の
エナメル続

かず（両サイド）

〈第1図〉クリップ∴電池，磁石で作った実験用モータ

MAR．　2003

▼〈第2図〉

回転の原理

始動は手で

，撲、一一＿

も子供のころ夏休みの宿題でモータ

を作りました．鉄心にエナメル線を

巻いて，整流子をつけ……，という

工作でした．いまは少年少女発明ク

ラブの活動に参加して，鉄心なしで

永久磁石とコイルで，コイルを回し

たり逆に磁石を回したりして，モー

タの実験をしています．

読者の方々も少年（少女）時代モ

ータや鉱石ラジオの経験をお持ちの

方が多いかと思います力㌦第1図に

構造椀略図を紹介しておきます．

「コイルに電流を流すと磁力（線）

が発生し」と，ここまではモータと

同じですので第1回を使います．

第1図の電源はマンガン型単3軽電

圏
エナメ）

－－‾一一一一、＼

メル除去
（半周）

153



A子陳工作教室のために作った実験用モータ

池1個です・　　　／／／／（＼
このクラブの場合，工作教室では

ないので，回った（ノ）で終わりで

なく，回転数をオシロで測ったり，i

ストロボスコープで見かけ上，回転

を止めてrpmを見たりしていま

す．単3をマンガン型にしなのは，

その内部抵抗（実測0．7（う／1．4A）を

使いたかったからです．

つまり，回転コイルによって単3

は一瞬ショート状態になり，亀池出

力は10－15msec低下（負のパルス

発生）します．このパルス間隔をメモ

リスコープで実測し，回転数（HZ）

を求めるようにしたのです（平均33

Hz，2000rpm）．

さて，このときの電流ですが，そ

のコイル線材（¢0．52mm，50cm）に

単3から電流を流すと，実測1．4A

で発生する磁束は第1図のコイル

状で実測約18ガウスです，このコ

イル（0．4g）が180ガウスの磁界中

ト

3．2mm角の真鎗材に
電流を流す．右はレーザ

ー変位計
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で吸引・反発の力を受けて回転する

わけて豆（第2図）．

コイルにすると，磁束力増します

から受ける力も増し，単線との直接

的比較はできませんが，線材での電

流と動き（力）の実際がわかってきま

す．

実験設備を作る

これからスピーカ配線を意識し

て，単線平行2線で実験してみます．

第3図に，亀磁気学に登場するアン

ペールの実験を摸して作った実験装

置の概略を示します．アンペア・オ

ーダーの電流を流すので太い電線

ということになりますが，普通の円

断面の電線では，第4図のように電

　 襲射 彼腕

罵ミ半　 袖S W

電源
（D C ）

“∴ ∴∴定

▲〈第3図〉アンペールの実験

く第4図〉円形鯨）謳韓が出るの一昭油パイプを使うト
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①反射光が減少

線の動きによって，

（1）レーザー光の反射面が垂直でな

くなる．これによって反射光のイ

ンテンシティ変動（S／N悪化）が起

こる，

（2）半径Tに起因する誤差が入る，

ことなどが考えられるので，真銀製

の4角チューブを使いました．その

1辺を使うことでlX2）から逃れまし

た．

なお微小変化の場合，射面の面あ

らさ（凹凸）がレーザー・ビームの直

径との兼ね合いで問題にもなります

が，ビーム径が50lLmあるのでこ

の件はパスとしました．

回路としては第5図のとおりで，

取り立ててウシヌンするほどのこと

移動分d

⑨改良改動線（パイプ）　　　②riこよる誤差

闇
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を見ます．

（1）問題は外部の影響

測定に先立ち，通電前の状態を見

ておかなければなりません．可動導

体（以下可動線）の方が部屋の開け閉

めなどの空気の流れの変動でふらふ

らします．暖房風のルーバースイン

グによる周期的な気流変動，はては

コンクリート3Fの床の振動等，外

来からの可動線に対する振動（ノイ

ズ）が多く，測定不可能かと思われま

した．

ここで登場するのが，毎度おなじ

みの平均化処理です．流す電流は，

今回は直流ですから，電源ONとす

る前のランダム・ノイズをうち消し

ておきます．回数は13万回，この影

響は立ち上がり，立ち下がりに鼠腑毒

しないことにあります．それを承知

で通電前の状態を見かけ上，平らな

0ラインにしました．もちろん，前

記の悪影響成分は極力押さえていま

す．

通電です．lAに対して振れが得

られました．2Aに対してはその2

倍の振れがレコーダ上に得られまし

たやれやれです．そのデータを第

7図に示します．X軸は60mm／

minですから，立ち上がり，立ち下

がりはSWONと同時に階段上に

ステップアップしなければならない

ところですわi　前述のアベレージ処

理のためなまってしまっています．

その回数を下げれば，だいぶ階段状

の波形になります．

電流に比例した変動分が得られた

ので，基礎実験のスタートは「段落

です．

（2）一難去ってまた一難

実験再開です．ごんどは固定線の

方の電流の向きを変えて，どちらも

同方向に電流を流す実験です．当然，

青酸義としては，大きさ同じで逆方向

の振れが得られれるはずです．とこ
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●‘怪現象病の犯人探

しに出動したUSA

製のガウス・メータ．
棒状のものが検出鄭

ろがです，まったく前と同じ方向，

反発のレスポンスです．ほんとうに

‘‘一難去ってまた÷難”です．

電流の向きを反発から吸引にした

のにもかかわらず　レスポンスが変

わらないということは，可動線はペ

アとなっている固定線との反応で動

いたのではない，ということが考え

られます．

「では，どれと（？）」となると，

付近の磁界を検証しなければなりま

せん．そこで，ガウス・メータを引

っぼり出して，センサで可動線まわ

りをなでまわしました筆者の使っ

ているUSA製は，

●レンジ：1－100Kガウス／フル・

スケール．メータ目盛は1／100ま

でありますから，目盛上のレンジ

は0．01ガ、ウスから100Kガウ

スとなります．

●メータ：NOR，REV，ACCAL．

これはFUNCと同義で使いまし

たが，N，Sでメータを切り換えな

ればなりません．

ACにすると，極性はわかりま

せんが強さのみの測定には便利

です．テスターのAGDC切替え

と同じです．

●センサ：ホール素子使用．長さ：

200mm（取っ手別），幅：5mm，

厚さ：1mmの先端に埋め込まれ

ている．

（3）失敗は意外なところに

意外な所に犯人（？）がいました

ミステリー仕立てにすれば　その犯

人は犯人探しの当の警察官でした

つまり，変位計そのものだったので

す．変位計ケースのコーナーからは

MAX18ガウスのモレがありまし

たこれは，変位計電源OFFの状態

でです．念のため，磁針を近づけて

みましたが　同様のレスポンスを示

しました．

この犯人の影響が可動線の近くで

どうか測ってみたら，2ガウスほど

ありました動く力は両者の積に比

倒しますから，犯人を特定したとし

ていいでしょう．因みに，鉄製定盤

やらXYテーブルからは20－25

cm離れているので影響はないと

いっていいでしょう．本体でも数ガ

ウスしかありませんから．

可動線が他の外部磁界の影響を受

けて動いたのなら，意図的に外部磁

界において移動などさせたら，それ

に従ったレスポンスを現わすはずで

ある，との考えで，再実験をしまし

な　レスポンスの向きと大きさは外

部磁界のとりかた（磁石の位置）で自

由は変えられることもわかりまし

た∴これが“骨折り損のくたびれ儲

けにならぬよう，実験設備の再構

築をします．次回は変位計を静電型

変位計に改めます（Hi）．

今回はデータとりの経過だけで終

わってしまいました．実験って難し

いなあ（映画っていいなか…）．でも

どちらも楽しい．
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