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（18）どんな陽振合が有効か　　　　石塚峻

振動を遮断すると，音はどう
変わるか

“振動を遮断するつもり’の製品

が現れては消えました1メートル

厚の積層スポンジでさえ．落下の危

険性に無理矢理目をつむれば　ハウ

リングが消えましたから．ある種の

振動は遮断できています．

第1図のように．軟質テニス・ポ

ールを4個．ゴム足の代わりに置い

ても．それなりの防接です．このテ

ニス・ボール防振法は原理的には高

価なエア・サスペンション防振合と

等価でした　第2図の空気バネによ

る防振合は振動計測や振動に敏感

な光検流計を正確に使うための必需

品と自称していましたが実際には

値段ほどの効果はなく，隣の建物で

工事などやっていると，ガルパノメ

ータはよくスケールアウトしていま

した．

私は　物理実験の際．例の“サル

マタの紐吊り．で乗り切ることがよ

くありました．ことほど左様に　単

Z

なるクッションでは実効性のある防

板はできないものなのです．

防坂のモデルは“2連振り子’だ

と考えなくてはなりません　ある振

動成分を抑えると．別の成分に転化

してしまう，という厄介なものです．

具体的には　ある直線上で振動して

いた原振動が回転に変わり，その回

転が原振動とは成分の異なる別の直

線上で振動してしまうものです．

この点．テニス・ボールやエア・

クッションは極めてステイフネスが

小さい高性能なバネではあります

が　XYZ軸回りに3とおりの回転

振動の自由度があります．ハイ・コ

ンプライアンスで感度がよいはど回

転しやすいものです．論より証拠

第3図のようにガラス板をエア・フ

ロートさせると，摩擦はゼロに限り

なく近づきますが　浮いた瞬間に回

転運動を開始し，そのあとに直線運

動します．

つまり．柔らかなバネでただ支え

でも．期待どおりの防振となっては

くれない．ということです．
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〈第2図〉
エア・サスペン

ションはX．Y．

Z軸まわりにも

回転する

潰れたテニス・ボール

〈第1図〉これもエア・サスペンション

この点は建築物の地震対策にも関

係してくるのですが　束石の代わり

にゴムを入れただけではむしろ逆効

果　と気づいた建築関係者は“振動

の速成’という概念をひねり出しま

した　こんなことをいわなくても．

回転の自由度を持たせなければよい

だけです．

エア・サスペンションと“サルマ

タの紅吊り．を比較すると．エア・

サスペンションはXYZ軸回りに回

転運動をしやすいものです．一方．

“サルマタの紐吊り当はⅩ軌　Y軸

回りには事実上回転しませんし．ま

たZ軸回り．すなわち水平回転には

大きな抵抗性を持っています．勝負

は試験以前に．端から決まっていた

わけです（第4図）．

では　パチンコ玉（せめてペアリング

用のスチール・ポール）を4つ，アンプ

などのオーディオ・コンポの下に置

くとどうなるか　第5回でおわかり

のように．水平方向にしか動かない

点では“サルマタの紐吊り”と同様

のはずですが　これではエア・フロ

ートさせたガラス板と変わりなく，

皮肉にも．Z軸回りの水平回転連動
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なぜ音が変わるのか

隣接が正しく行われるためには．

水平面ではⅩ－Yの2自由度が必要

ですし，さらに．もうlつの自由度

であるZ軸回りの回転　すなわち，

スどこングを起こしてはなりません

陳11図）．バネ性のもので吊っても

浮かしても．まだ磁気や空気圧に

よる浮上もまずい，というのが潮隈

です．

ところで　この防握によって何が

起こるのか．あるいは　何がなくな

るのか・…・・

CDプレーヤの回転系は線速度一

定であり，回転数は演奏の開始時点

から徐々に減っています．制御は発

振掛こ従っています，

ジャパニーズ・アトラクタと呼ば

れる有名な2連振り子のカオス応答

は本来．発振器の出力周期が非周期

性を持ってしまう困った状態を解明

した結果得られたものです．ちなみ

に．電子工学会においてはカオスの

存在は未だにタブー視されているよ

うです．

2連振り子力話し雑なカオス応答を

生じるのは自明ですが　発振器もま

た．高速ではあっても振り子であり，

“支点当こ強制振動が与えられると容

易にカオスが起こってしまうのです．

このことはCDプレーヤにも当然

当てはまり．ディスクの回転が非周

・コロ4本の使いかた
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防振しないときの音場

〈第9図〉試作防振合を入れると．音揚がこのように変る

期性を持ち，DAコンバータは正し

くDA変換をするとは限らない，と

いえるのです．私は　fO共振によっ

てスピーカが乱雑なカオスの応答を

生じてしまうことを，小倉幸一氏の

お蔭で確かめることができたこと

を，何度も申し上げてきましだ

CDのDA変換は　さらに広範囲で

乱雑な応答を生じているとしか考え

られないのです．そうでなければ

防接によってこれほど音が変わるわ

けがありません．

CDの応答は無音時にはそれこそ

静かなものです．しかし．何らかの

出力が出ている．つまり．音がある

と．その昔以外の騒音レベルは決し

て低くないと考えられます．

SN比の測定は信号のない場合の

騒音レベルによって決まりますが

これは無信号時の掻晋レベルが有信

・セッティングの断面

〈第10回〉いちばん簡単なロコ4本の防振．これでも相当の効果がある

JAN．2014

号時の輔レベルと変わらないとい

う前提があるからです．しかし．

DA変換時の乱雑な応答を認めた場

合にはこの前提は崩れてしまいま

す．音が出ている場合に雑音レベル

が有意差をもって上昇するという考

えかたは　冗談ではなく，致命的に

よくない予感がするのです．

アンプの音もよくなるのはな

ぜか

防振合は2台作りましたので

CDプレーヤだけでなく．常用のマ

ランツPM13－Slも防振合に載せて

みたところ，これがまた音が変わる

のです．それも．アンプのグレード

が2－3ランク上がったかのような

変化です．真空管アンプならi髄

の振動が心配されていて防坂の効果

というものカ埴感的にわかりそうで

すが　PM13－Slは歴としたトラン

ジスタ・アンプです．私の経験では

MX－1も含めてですがトランジス

タ・アンプの方が真空管アンプより

も防振効果が大きかったのです．

実は　この現象は．私にとってす

でに経験ずみでしたクマがなくな

るということでトランジスタの研

究を始めたところ．作ったアンプは

ことごとく“サルマタの紐吊り’で

コロコロと音が変わる経験をしてい
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〈第11図〉Z軸まわりの回転はタメ　　　　　　　　　　　　〈第12図〉平行リンクによる近似的な平行運動

たのです．

この体験から．ストレー・キャパ

シティに目が行を　非線形容量とし

てのストレー・キャパシティと線形

扱いできるテイストリビューテッ

ド・キャパシティ（分布容量）とを分

別すべきことに考えが及び．これが

”トライガードを考えつくきっか

けになりました

まだ　非線形素子を扱うには　対

称性の維持という“逃げかた．が有

効と気付ざ　こちらは対称巻トラン

スと差劫アンプに行き着くことにな

りました．

それにしても半導体が少なからぬ

圧雛を持っている以上．外部から

の振動によっても，大きく電位分布

が変化すると考えられ，音が変わっ

てしかるべきです．となれば　防坂

によって半導体アンプの音が改善さ

れるのは当然．と思われます．

上下動にどう対処するか

重力に対して前後左右の方向が地

震を含む振動の本体である，と申し

上げました　同様に，動に沿った

上下方向は　地震でいえば　初期微

動＝P波である，ともいいました

微動ではあっても．真っ先に来る

のがP波です．オーディオ・ルーム

（居間でも台所でも同様）の床を伝わる振

動レベルはミリ・オーダーの振幅す

らありません　ちなみに，震度3で

教ミリの勘岳です－あくまで地表

でのS波ですが

ものは試しとばかり，近似ではあ

りますが　垂直動を平行リンクで作

りました．100円ショップにあった

硬さの足りないテニス・ポールで支

えたものです．

平行リンクで近似上下動を作り出

す方法は　バネ秤の構造を信用した

第12回のものです．テニス・ポー

ルは押しバネとして使っているので

すが　載せる機器の重量によってス

テイフネスを変化させねはなりませ

ん．これは案外面倒なことです．実

際に迫試されたかたが結局うまくい

かなかったど投げ出したこともあ

ったくらいです．ユニヴァーサルな
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〈第 13 図〉

直 交
サーラットの機構
厳正な直線で上下
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のスケッチ．
運動する

垂直防振合は相当難しいもので計

測器用エア・サスペンションも空気

圧を徴調整する仕組みでした．

ステイフネスの量は後から考える

としで　上下動を厳正に行わせる仕

組みを探してみました

相変わらずの“虎の巻．「メカニズ

ムの事典」（伊藤哉編．理工学社）を当た

ると，平行運動＝パラレル・モーシ

ョンはリンクだけを用いて，幾何

学の定義に適する直線を描くための

機膳であって，平面を上下させる目

的ではなかったことがわかります．

なお．ポーセリエ・セルと呼ばれる

1864年の発明は　直線を描くため

の機械として博物館にあります．日

本ではそれ以前から，墨壷でたやす

く直線を素早く引いていました

しかしながら，ポーセリエに先立

つ1853年に，実用性はなかったも

のの，ヒンジを直交させると垂直に

平行運動をするというサーラットの

発明（第13回）がありました　これは

使えると直感しました　スピーカの

ダンパにも応用できる，と考えてい

ます．

2006年に発表した3軸防振合の

試作実験時には　現物合わせでポー

ルの潰れかたを目視して．“まあ，

こんなものだろう’と考えたのです．

平行リンクによる近似上下動なので

すから．結果は　思った以上に上下

動は音を変えている．とわかりまし

た．

では　3軸防振台をどうやって作

るか，これがつぎのテーマです．
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