
2音法で,数も実のうちと機材を

総動員して実験をしてきました.振

り返ってみると,コーンの直径線か

ら右半分のみのデータとりに集中し

てきました.今後,左半分との対称

性などを見ていきたいと思っていま

すが,これまでの実験でフにおちな

い現象がいくつかあります.たとえ

ばバースト波でのON/OFF時の

コーンの振動波形がマイク波形には

2音法を利用した

オーディオ測定
(12)コーン各点での応答の比較

出てこない.などです.そこで今回

はこの補足実験をしてみます.

f｡の誘起

入力信号をi｡で代表させ,これを

一定値に保ちながら,レスポンスを

見ていきます.

補足ついで,または再現陸の実証

のためにも,もう一度スピーカ入力

を確認しておきます.

いままでと同じ条件での音出し

で,スピーカ入力パワーを測りまし

た.波形測定(P-P)からr_msへの

換算で周波数は500 Hz,信号源は

ピップ波です.

･ボイス･コイル端子電圧: 2.12V

(6 Vp_p)

･ボイス･コイル電流(0.1で)端電

圧) :0.35A (lAp_p)

･入力電力: 0.7Wms
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1(第2図〉

500 Hz単波でのコーン中心の

レスポンス. f｡波力誘起される

このときのスピーカ前8cm(エッ

ジ前)での昔日は85dB (絶対値)で

す.ただし,この音圧はメータの読

みですから,波形はピップ波から連

続数に変えての実験です.

メータの読み: 12dB

メータ･レンジ:60dB

レンジ･マルチプライヤー:

×1 (OdB)

マイク･ヘッド:

コレクタ･ファクター　13dB

トータル:　　　　　　　　85dB

参考までに,マイク･ヘッドのf特

性を第1図に示します.

スピーカのドライブ波形は500

Hz単発, i｡はlAp_pです.

第2図がコーン中心点のレスポン

ス(レーザー検出)です.夏位は, 99

〟mp-pです.

入力外の波形として,図中tl～t2

をピックアップすれば90Hzに相

当し, 4月号第3図(F特)のf｡と

も一致します(第3図).

基本的なf｡の誘起が確認できま

したが,振幅の計測をしてみます.

レーザー変位計のレンジは±0.5

mmで大振幅は測れませんが,この

場合シフト法により測定しました.

シフト法とは筆者の場合,第4図

のように振幅の測定したい部分の変

位計出力を記録しておき,つぎに振

動を止めて,変位計の出力を0にリ

セット,続いて変位計ヘッドをマイ

クロメータ付のステージで先ほどの

出力値が得られるまで移動させま

す.このときの移動量は変位計のデ

ィスプレーに表示されていますか
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ら,これで振動の損髄を知ること

ができます.

最初のP-P値を記録しないで信

号をオン口上シフトさせることも考

えられます力i　変位計出力値がチラ

テラして読みとれません.というの

も,この変位計は高速サンプリング

(50 kHz)をしており,振動の瞬尊値

を表示しているからです.これはシ

フト法でのある意味での欠点で,シ

フト再,または固定中でも机,床など

振動をひろって,値が-足しません

(対スピーカとの相対間隔が変化する).

ここで登場するのが,毎度おなじ

みのアベレージ法です.具体的には

1040回にしました(最高131000回).

アベレージ法も計測の中では定住し

ました五㌦　当初ノイズ以下の信号は

測定できないという原則で　あきら

めていたものでした.

この技法の実用期の当初(製品化)は

医学系での応用,と筆者は理解してい

ます.生体計測の場合,脳波等の計測

記録で不要といってJ劇蔵を止める

わけにはいかないわけです.生体活
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〈第3図)テスト･スピーカの周波数離

動にともなって,ノ劇蔵,筋肉からの電

気信号は随時体表内外面をとおして

混じり合っているわけで,この中か

ら,脳波の信号だけをピックアップし

なければならない必要性があり,アメ

リカはMITで開発され,商品化がな

されたものです(CAT400"Com-

puter of Average Transients''

TMC製),筆者は,日本で最初にこ

れの活用にたずさわりました.

また,レスポンスをピックアップ

する電極の抵抗が数10 MQ～100

MQもあり,ハムとの戦いでもあっ

T信号入力時 劔�ﾘﾘd��

I 刄Aナログ出力Ⅴ 
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l砂の確酷め)ではオ
シロと変位計表示㊥)で

はオシロとマイクロメ
ータを使う

た実験でしたが,アベレージ法でだ

いぶ救われました.というのは,ハ

ムの場合ノイズとはいえ周波数は安

定しており,ノイズも育ってしまう

わけです.こんな場合,刺激の繰り

返しの方を少しランダムに変化させ

たりもしました.

先月号では佐藤謄氏がアベレージ

ング効果として引用されていました

が(P.47),計測の世界のみならず,

何かのヒントになったことは喜ばし

いことです.

500 Hz単発波によるf｡の誘起が

コーン中心で確かめられましたの

で,続いて周辺部で別の周波数につ

いてみてみます.

第5図は第2回に対する周辺

(C2)におけるレスポンスを中心部

のレスポンスと並べたもの(AL i｡と

の対応で並べたものがB)です.

全景を眺めれば同じといえます

が,さらに第6図で両者のリサージ

ュをとってみます.位相のズレのな

いことが確認できます.

なお, C2の振幅は,リサージュの

ためしに合わせて少し大きくして

あります.静電法のキャリブレーシ

ョンにより振幅の絶対値はC3(エッ

ジ寄り)においてLより35%下がっ

ています(f｡).そのC3での波形を

第7図に示します.第8図が第7図

の両者によるリサージュですが,同
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として少し経時変化をおってみます

(ころんでもただはおきない･･ ,ただ

ではおきないでなく).

実験が中断された形ですが,ある

意味では,別スピーカでやってみよ!

とのことかもしれませんし,早速別

スピーカの設定にかかります.

2音法も,ミックスして複合音と

して使い始めましたが,音源として

は現実離れです.楽音の再生を波形

で追った場合,混入音の影響をコー

ンの動作上でどう受けるか,そんな

ことを考えているところでTV通販

でおもちゃの電気楽器が売られてい

1(第9図)

lkHz単波を入

れてもf｡波を生

じる

〈第10図〉ト

スピーカーの入力

周波数と振幅の関

係

るの見て,購入しました.

ビクトロンからも楽器音はとれる

のですが,他信号との同期が取れま

せん.今回購入(7800円)したもの

は,巻物風になっているピアノ鍵盤

を叩くとそれらしき音が出るという

もの.持ち運びできる電子複合音で,

鍵盤を叩くと再現性よく楽器のそれ

らしい音色と波形が得られ,鍵盤に

従った周波数変化もあるという,筆

者にとってもいいオモチャになりそ

うなものです.

筆者のオモチャとしては,手で叩

く代わりにスイープと同期して,オ

聞
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1(第11図)

547 Hzピップ波(胡こ対する

コーン中央の応答波

4　68100　2　　4　681k　2　　4　6810k　2

周波数(Hz)

シロに任意の位置に必要な時間だけ

音出してほしいので電磁石で叩く

ことにしました.筆者はそう鳴って

いては困るので,その信号をエレク

トロニックSWでエンベロープに

傾斜をつけて切り出し,楽器音のピ

ップ波をつくりました.複雑な波形

のレスポンス･チェックに使おうと

思っています.
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〈第14図)ト

周波数対振幅の実測特

性の関係

1(第12図〉

入力を唐の値l

kHzにしたと

きの応答

(第13図〉ト

入力約2kHz

のときの応答
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