
咋:;::器諾L:請
氏のチャネ)レデバイダに関する

各種の開発があります.とくに山

中氏の``伝達関数1 ''の概念の導

入は.従来の…パワー和1''の考

え新二対して反省の機会を与えた

ものといえましょう.筆者などの

ような,マルチチャネルやチャネ

)レデバイダにあまり関心のなか

った門外漢でさえ,事の成りゆき

にはいささか興味を惑じた次第で

す.

本稿は,その山根･山中両氏の

フィルタ論がさかんであった当時

から抱いていた,両氏の主我に対

する痛間を提示すると同時に.筆

-クロスオーバ特性を補償した-

t R2膨升席ル
番の私案を具体的化したものです

(第1図参照).というのは,埼者

はもともと上述の``ハワ一柳1''

あるいは　‥伝達脚数1"というよ

うな,観念的な題rl (Thesis)の

みに固執して,現実のマルチシス

テムを律しようとする態度そのも

のに疑問を感せずにはいられなか

ったのです.

ほんらい人間は,何か単純明快

な基本理念がみつかると,それを

すべてのものに当てはめて, -一糸

乱れぬ体系を作りあげねは気がす

まぬもののようです.そしてこの

行き方は.往々にして自らの理念

のゆえに矛盾に遭遇して潰え去る

ことが,古くからの科学の発達史

の中に決して少なくないのです.

現実の自然現象は,さように単組

な理論だけでは律しきれない.微

妙な複雑さをもっているもののよ

うに感じられます.以下,チャネ

ル･デバイダに対する筆者の疑問

点から話を進めることにしましょ

ラ.　　　　　　　　　　(武末)
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マルチシステムに対する革榔iJ

1.マルチチャネル･

システムへの疑問

筆者はもともと,マルチチャネル･

システムそのものに少なからぬ疑問を

抱いている者で,少なくとも自宅の再

生装置をマルチチャネル･システムに

変えれば,トタンに音がよくなるだろ

うなどとは一度も考えたことがありま

せん.

周知のとおり,マルチシステムが試

みられた理由は,スピーカの持ってい

る諸々の制約を克服することから出発

したものと考えてよろしい.このはあ

い,一般にLC形の分割ネットワーク

が使用され,これは単純なインダクタ

ンス･コイルや静電コンデンサから成

っていて,アマチュアにはその定数の

測定が困難なため敬遠されたものでし

ょう　そのため,このLC形ネットワ

ークは,電力損失やダンピング･ファ

クタ,あるいはレベルの調整やクロス

オーパ周波数の変更に関して,不当に

欠点が強謁されたもののように考えら

れます

ここでかクに,アンプが軽量になっ

たソリッドステート系について考えて

みても, 20Wのアンプ3台と分割アン

プ1台を要する3チャネル･システム

のばあい(かりにモノーラルを想定す

る),これをたとえ40Wアンプ1台と

LCネットワーク1組と比較しても,

前者が決定的に優れているという結論

はどうしても引き出せません. 40Wア

ンプに射して,その半分の20Wの電力

をネットワークに喰わせるつもりなら

レベルの調整やダンピング･ファクタ

の問題はものの数ではありません.

もしクロスオーバ周波数を変更した

いなら, Lにタップを出しCを切り換

えることぐらい,やる気になれば何で

もないことで十.むろんLを至心にす

る必要はまったくなく,ほんのわずか

の鉄心を使用するだけで,インタクタ

ンス･コイルはいちじるしく小形にで

きます.鉄心の材料と形状に適当な考

慮をはらえば',ひずみなどはNeglec-

tiveにできるはずです.音について,

きわめてシビアな基準のもとに設計さ

れたという　BBCのモニタ･スピーカ

(LS5/lA)でさえ,鉄心入りのしを

使用しています.

さらにパワー･アンプは,市販の標

準部品を使用して誰が作っても,その

特性は音声帯域全域をカバーできるの

が普通で,これを2台, 3台に分割し

たとて何の利益もありません.研究を

要するのは分割ネットワークそのもの

ではないかと考えます

ここで筆者のはあいを紹介すれば,

スピーカはかならず同一メーカの同一

年代のものに限り,しかも使用するネ

ットワークも,同一社の饗品に限りま

す　おそらく上記のスピーカの組み合

わせに対し,メーカ側でクロスオーパ

特怪の決定に当って,レベルの測定や

実際の聴感テストがくり返し行なわれ

たであろう品種を選足します.いうな

れば,スピーカ鞘とネットワークを1

個のReproducerと考えて使用するb

げです
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周　波　数(Fh)

第2図一山根式フィルタのクロスオーパ特性('68年9月号0.86第6図再掲)　　寮3図一山根式フィルタの総合周波数特性

ひるがえっで,マルチチャネル･シ

ステムを使用されるアマチュアのはあ

い,おおかたウ-プアはエレクトロボ

イス,スゴーカはアルテック･ランシン

〆,トウイ一夕はナショナルなどと,

評判の高いパーツをよせ集めたものが

少なくありません.こういうはなはだ

異質なスピーカ群をよせ集めて,それ

でまとまりのめる音を出そうというの

はもともと無理で,この泥沼に落ちこ

んだが最後,年がら年中スピーカを取

り換えたり,クロスオーバを変更した

りし続けねはなりますまい

現在のところ,マルチシステムの帯

域分割について,不完全であるという

点に関しては,マルチチャネル･シス

テムもLC形ネットワークも大差がな

いのです.しょせんマルチチャネル･

システムは,特殊な研究用かスピーカ

道楽者の実験用に過ぎないもののよう

に思われます.

2. NF形フィルタに

対する疑問

筆者は,かねてからNF形のチャネ

ル･フィルタに疑問をいださ,現在に

いたるまで,ただの一度も試作を試み

たことがありません　そこで止むを得

ずマルチシステムを作るはあいは,も

っぱら旧来のCR形を固執してまいり

ました.その後山中式フィルタが開発

されても,上述の方針には変わりがあ

りません.

なぜこの形のフィルタの使用に踏み

きれなかったか,ということはさてお

き,まずその特捜の概要について述べ

ておきましょう.

(1)山根式フィルタについて

172

この形式のフィルタは瑛在もっとも

広く使用され,マルチチャネル用フィ

ルタとしては標準的な存在として高く

評価されています　第2図は, 12dB/

oct　の山根式フィルタのクロスオーパ

特性,第3回は総合周波数特性を示し

たもので,実線はベクトル和,点線は

パワー和をあらわしています.

この式のフィルタの特徴は,

1) 12dB/oct, 18dB/octの各種特

性のもの,さらに従来の形式のほか交

さ帰還形,あるいは引き算形などの新

しい形式もあるが,一般に肩特性(ク

ロスオーバ周波数付近の曲線の傾向を

か少にこう呼ぶことにする)が対称で

かつ急峻である

2)而チャネルのパワー和の周波数

特性が,正しくフラットになることを

主眼として設計されている

というような特長があります　しか

し反面欠点もあって,

3)肩特性がやや急峻すぎて,一般

のマルチチャネル用フィルタとしては
く`っながりの良ざ'という点で,従来と

ヽ′ヽ/ヽ/ヽノ'ヽ/ヽ/ヽ′

試作したCR2

段補償形チャネ
ル･デバイダの

シヤシうら部品

配置と配線のよ

うす
/ヽ/＼ノ＼ノヽ/＼ノヽ〈

かくの批判があった注1)

4)第3図でもねかるように,ベク

トル和の周波数特種にはクロスオーバ

点に+3dBのピークを生じ,かつ位

相変移は低域から高域に向って1800と

なる(18dB/octでは2700となる).こ

のため波形の再現性がきわめで思い

ということです.

ここで注意を要することは,このフ

ィルタの設計の基本理念は,いうまで

もなく,パワー和の周波数特性をフラ

ットにすることにあります.もしそう

であるならば,正極性接続(一般には

Hp, Lpいずれかの極性を反転して使

用する.籍3回の総合特性も反振した

易合を示した)のはあいでもパワーの

和はフラットになるので,何ら支持な

く使用できるはずです.

しかしこの点は実際に正弦波でテス

トしてみれば明らかで,やはり逆極性

で使用しなければならぬことがわかり

ます.ということは,フィルタとして

パワー和のみに着目したのでは不十分

で,やはり位相にも考慮をはらう必要
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周波数(He)

第11図,第12図-CR2段フィルタ(-3dB)の総合燭波数特性

2. CR2段形フィルタ

籍9図はCR2段フィルタ(12dB/

oct:ただしバッファ付きのばあいは,

-3dBクロスオーパ)のベクトル軌跡

で,右側の小さな閉曲線は合成ベクト

ルの軌跡です.このNiquist線図を

もとに描いたクロスオーバ特怪は第10

図,さらに総合周波数特蛙は第11図に

示すとおりです(いずれも正極僅接続

のはあいを示す)

このフィルタでは,正極性のときH

p, Lp両側のクロスオーパ,点での位

相角は±63｡となり,そのためベクト

ル和の周波数特配こ約-3. 6dBものデ

ィップを生じます.そこで,一般には

片一方のスピーカの塵蛙を反転して使

用するのが,正規の使用法だとされて

います　このばあい総合周波数特性は

第12図のようになり,今度はクロスオ

ーパ点で+2dBのピークを生ずると

同時に,位相変移は低域より高域に向

って±180oにおよびます(山根式フィ

ルタよりもピークが低くなり,位相変

∽棚l郷鋤は捌糊棚mJJIJuJPIrJZruPmJJ/uJZuJmjjrJJJ:/I//mrJrW/JJ///I/JJJJJJ/NJlJ/IlJIJJ//JIM///JuJImmuihJnJJJmmJyryZmImrJZ//r/J^JrHJIJWJr/JJJJj'JjJ/y:JJJJJJjJJuWJllJlJJJ/JIiTJJJy:JI1mm

1つの仮説
∠ゝ回の報告をお読みいただいた読者の~7中には,筆者の考え方にまだ釈然と

しない方がおろかも知れません　そこで,

少し蛇足をつけ加えてこの点を補足してみ

たいと思います.むろん筆者の考え方は1

つの仮説の域を出ないので.厳密な証明は

専門の学者や音響技術者の方にお願いせね

ぼなりません.ただアマチュアとしては,

音声や楽音というものの基本的な忍誠をほ

んの少し幅広く考えてもらえば　簡単に理

解できることなのです.

われあれは従来,電気音響額器の測定に

もっぱら持続正弦波交流を使用することに

慣らされて来ました.そこでいつの聞にか

音響再生や苦境合成の問題を考えるときに

ち,無意謝こ正弦波交流を想定し勝です.

しかし実尉こあれわれが聞く音は, CR発

振器で発生させるような純粋の持続正弦波

振動ははなはだ少ないのです　たとえば

I)普通の楽音は,きわめて多数の高調

波群をひき連れた,正弦波の集団であるこ

ど.したがって,その占有帯域には自らあ

る幅を考えねはならぬこと

2)さらにこれらの音詩は,時間ととも

に音響スペクトル線上をたえまなく漂勤し

あるいは速くぬるいは遅く,ほとんどが静

止することがない.したがってわれわれの

惑覚は,その変化に追随できずバク然とそ

の平均値を認識するに過ぎない

3)さらに加えるに,これらの音群の構

成メンバーである高調波の比率や位椰また

えず変動し,実際現われたりあるいは突然

FEB　2005

-CR形推奨の理由一

消滅したりしている.われわれの感覚は,

これらの個々の物理現象をコク明にとらえ

ることができず,ただ全体的な印象として

認諾する

だいたい以上が筆者の考え方の骨子です

読,こういうことを前軽に音響再生問題を

考えてみると,いろいろと面白い結果が出

て来ます.

※　　　※　　　※

たとえはスピーカの音庄周波数特牲です

が,これは一般に熊笹室内で持続正弦波を

使って測定されます.この方法はスピーカ

自体の動作や性能を分析するには大切です

が,これをアマチュアが眺めて,そのまま

音楽再生などに結びつけようとするのは,

はなはだ危険だと思われるのです.

というのは,実際の室内でマイクを使っ

て正弦波で音庄周波数特捜を調べてみると

発表された待性とはかけ稚れた,もっと起

伏のはげしい曲線しか得られません.しか

もわれわれは,実際の音楽再生についてけ

っこうなめらかで忠実な再生を楽しむこと

ができるのは,一体どういうわけでしょう

か-

その理由は,前にもかチたとおり再生の

対象になる音が正弦波とは逼ったものであ

るからに他なりません.そこでまた,持続

正弦波については成立する法則も,このよ

うな音の再戌には成立しにくいことがあり

得るということを考える必要があります.

ここでスピーカの周波数特性の表現につ

いても,前述の正弦波によるものはかなら

ずしも適当ではありません.むしろ,たと

えば中心周波数に対して土2オクターブと

か3オクターブの周波数推移をもったFM

信号で特捜を表現するか,もろいはもっと

簡単に一定の高調波群を随伴した波形( 3

角波か方形波か･･-これは規格で一定して

おけげよい)千,周波数特性を表現したほ

うが,あるいはわれわれの慈覚こより密着

した実際的な資料として役立つかも知れな

いのです.

むろんこのはあいの青庄周波数特性は,

日頃見慣れている正弦波のものとは違っ

て,ひょっとするとノッベラポーなものに

なるかも知れません.しかしわれあれが実

際に慰労している音は,げっぎょくそんな

ものに近いと考えられるのです.

さらにたとえば　山根式12dB/octのデ

バイダの正極性と逆極性を正弦波を使用

してクロスオーパ点で聞き比べてみると,

これは歴然とした差が認められます.しか

しこれを普通の音楽できき比べてみると.

その差はどうもアヤフヤになります,痘性

を誤っていることに気付かずにけっこう音

楽を楽しんでいた･･･-などということが絶

無ではないからです.

ところでCR2段(12dB/oct)のはあいは

もっと面倒なのです.この方式は山根式と

同様,正逆両接続でパワー和の周波数特性

がフラットですが,ベクトル和の周波数特

性は山根式が-∞, +3dBであるのに対

し,このほうは-3.8dB, +2dB強とい

う通いがなるだけなので,正弦波でも判別

がそう容易ではなく,普通の音楽でI剖まと

んど区別しにくいのです.山中氏の所説に

したがえば,もっとはっきりした差が出て
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闇滋致(販)

オーバ･ラップの感があります　つま

り,旧来のCR2段フィルタでも,ク

ロスオーパ点をわずかに補償するだけ

で,かなりいちじるしい特性の改善が

期待できるということです.筆者はこ

のようなフィルタを,かりに補償形フ

ィルタと呼ぶことにしました.

ところで上述の特蛙のうち,いずれ

が再生装置用として適当であるかとい

う問題ですが,これはおそらくスピー

カの種類やその配置,あるいは室内の

残響特桂や聴取者の位置などによっ

て,一旗にどれがよいと決めてかかる

ことも困難だろうと思います.そこで

チャネル分割用アンプを試作するはあ

いは, CR素子を何段かに切り換えて

比較試聴してみるのも,面白かろうと

考えます.

なお以上に紹介したフィルタは,ク

4　e8tc　2　　4　6810fc a

周波数(厄)

一窮14図-CR 2段フィル　　　　†第15図-CR 2段フィル

タ(-2dB)のクロスオ　　　　　タ(-2dB)の総合周波

-バ特牲　　　　　　　　　　　　数特挫

ロスオーパ点付近にいくつもの小さな

ピークやディップを生じて,完全主義

者のオーディオ･マニアには気に入ら

ないかも知れません.たしかにこの種

のピークやディップは好ましいもので

はありません.しかし筆者はつきのよ

うに説明することによって,この起伏

はさほど気にするほどのことはなかろ

うと考えます.

というのは,われわれが取り扱う音

は声音や楽音であって,一般にきわめ

て多量の高調波成分を含んでいます.

したがって,ある楽音の基本波が特性

曲線の谷にかかっていても,第2,第

3,第4 - ･の各高調波がすべて谷に

かかっているという確率はきわめて使

いのです.つまりわれわれは,正弦波

で考えた周波数特牲曲線の相当広範囲

の平均値(じつは突刺直であるが)に
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第16図一第18図-CR2段フィルタを-1.8dB点でクロス

オーパさせたときのベクトル軌斑(左上)およびクロスオ
ーバ特性(右上),総合周波数特性(右下)
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ついて知覚しているので,起伏の多い

スピーカで音楽をきいでもさほど不自

然には感じないのす

以上のことは,リスニング･ルーム

の音場構成にも当てはめることができ

るので,たとえばcR2段の正極性接

続と逆極性接続のように,ベクトル和

の周波数特性にはかなりの差があるに

かかわらず(パワー和の周波数特憶は

両者ともフラット),　これをヒアリン

グで判別することはそれほど容易では

ないのです

×　　　　　×　　　　　×

以上のように,肩特性や位相特性も

良好で,適当な補償を加えれば.,パワ

ー和やベクトル和の周波数特隆をほぼ

フラットに近く調整しうる見込みもあ

る, CR2段形チャネル･デバイダを

試作することにしました. ((づく)
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