
本格的オーディオ・システム
構築へ向けて

（22）上下動陽振機構を作る（3）　　石塚峻

厳正直線運動は使えるか

ここまで考察と実験をやって，問

題点が少しづつ明らかになってきま

した

現在顕を冷やしている最中で直

線上にのみ動く機胎を改めて評価し

なおしています．名前が付いている

機構はすべて，l）ンクまたば）ンク

の一端にスライダーが付いたもので

す．元来が正確な直線になったスケ

ールを作れなかった時代に．直線を

作図するために数学者が考えたメカ

ニズムであって，機械の一部として

大きな荷重を支えたうえに　強引に

直線運動をさせよう，とまでは考え

ていないものです．

一方，近似直線ではありますが

蒸気機関車の強荷重を前提としたワ

ットの機騨（第1．2回は極めてシン

プルです．リンクはわずか3本とい

うものでそれゆえに高い強度を得

やすいのです．
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〈第1図〉
蒸気機関を発明したワットの近似平
行運動①．リンク1－4と2－3を平
行にすれば点5は近似直線を描く

もっとも有名で機構学の教科書

には直線運動の証明がかならず載っ

ている第3図のポーセリエーズ・セ

ルでは7本のリンクがそれこそ連動

して，5の点に厳密な直線を引かせ

ます．しかし．これで強度を得よう

というのは少し考えれば鰊理だと

直感できます．

その代わり，実際作ってみると，

案外簡単にできます．多くても3種

類の寸法さえ相対的に合わせておけ

ば十分なのですから．穴の明いた直

線状のプレートを買ってきてネジ止

めすると，即座にできました　あま

りにあっけなく，これでいいのかと

思ったくらい簡単でした

実際に動かしてみて，驚きました

本体寸法の数倍の直線が引けるので

1〈第2図〉

ワットの近似平行運動②．
リンク1－4．2－3が平行
なとぎ　その2つがリンク

3－4と直角に組むと，点5
は近似直線を描く

ポーセリ

4，5をポ

す．左側から右側に移り．さらに，

左側が反転する格好になり．極めて

長い直線になったのです．しかし，

一見しただけで強度はなさそう，と

わかります．8本のリンクのうち1

本を固定するのですが　強度が取れ

ないだろうことば　実験しなくても

わかります．第一，固定部分を持ち

上げただけで全体が自重で反ってし

まいます．もっぱら台上に載せて使

う製図器として考えられたわけで

曲げや撲れに抗するだけの強度を期

待してはいけないものでした
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どうもこの人ば）ンクを対称に動

かすことを得意としているようで

パンタグラフのケンプ・リバーサー

などは実に見事なものです．

さて，このケンプ＝ツェビシェフ

機構は，だいぶ昔どこかで見たこと

があるような気がしていました．直

線運動するリンクにピックアップ・

カートリッジを取り付ければリニ

ア・トラッキング・アームになると

思いついた瞬間，記憶力涙ってきま

した．i

これは以前ソノボックス社の故

長崎元持氏のところで見せていただ

いたものだと思います．コプラ型の

PUケースに収められ特許出頭図で

その時群も下りたものの，量産には

至らなかったようです．もっとも，

いまにして思えばリニア・トラッ

キングは音溝の変化がすべて側圧に

なってしまうので好ましくなく，音

溝にそのまま引かれていく吉川式が

本質的に正しい，理解できますが

今回『メカニズムの事典』伸輔琵摘）

を読み直したところ，私にとっては

新たな発見らしさものがありまし

た第8回のケンプ機構その3は点

2が1－5と直角に直線を描くのでは

なく．リンク2－6そのものが直線

運動するということです．気がつき

ませんでした

誰が考えても，私が苦し紛れにひ

ねり出した平行クランクとスコット

＝ラッセル機構の折衷案より，こち

らが優れています．直線スライダー
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CDプレーヤほ振動に弱い

音濃を機械的は追跡していくLP

レコード・プレーヤが外部振動に敏

感であろうとは唾惑的は思いつき

iます．しかし，Ci）プレーヤもまた登

場してすぐは“針跳び鴫を籍にすと

皮肉られ，いぼでは苦め、嘲）はないま

でも，振動によってか｝そう悪くな

ると多くの人は信じられています．

抱鱒が離生音に影響を与える璃飯

●軸とクローズ
アルミ材に飼バネ鈍っ

ている．玉はベアリング
ストッバ
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ヰ各章動させるなあの、lンク

●2006年12月号のメカでは上下動防振合が上にあるが，これを下にすればよい

かないリンクの組み合わせだけのほ

うがよいに決まっています．可動リ

ンクが8本必要とはいえ，そのうち

の1本が丸ごと上下に直線運動する

のです．

ただ難醇を付けようとは毛頭思

っていませんがいったい何を目的

として考えたのでしょう．汎用性の

点ではワットの近似機構にとても及

びませんただ単にリンクそのも

のを直線運動させたかっだ　という

興味だけだったのかもしれません．

それでも使えるところには使えます．

結局，新しいメカニズムとやらを

持ち出すより，先人が考えていたも

のを適所に置くのが合理というもの

なのでしょう．早い話が私などが

考えつくものならは先人が作って

〈第9回〉平行クランクはる上下動メカ．可凱）ンクを立てれば効
果は大きいが．水平動が大きくなる

〈第10図〉
可動リンクを水平に近づけると左右動は小さくなるが，死点ができる
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いて当然であり，先例がないのであ

れば　それはどうせ大したものでは

ありません．

荷重が偏ると上下動が渋る

頭を抱えているばかりではなく．

一応作っておいた機構の評価実験を

平行して行っていました

片持ちながら，中心から見て対称

に組んだ最初のメカニズムは　ナッ

トの締め付け次第ですぐに動作が渋

ってしまったので移動プッシュ当

てを2個用いた面持ちに直して，組

み立てが容易になったことを，前回

に報告しました

押レヤネを装着する前に，荷重を

わざと片寄らせて，荷重のかかって

いない方を上下させてみると，困っ

A
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アルミ平角材

〈第12図〉2006年12月号に発表したメカニズム

も，直立に近いリンクの回転軸が2

個所あり，荷重が大きくなれば　回

転のために必要なクリアランスによ

って，動作を妨げるであろう，と考

えました．それは実験機を作って確

かめています．

それでは．とばかり．上下動に比

べて左右動の振幅を小さくするには

どうすればよいのか，と考えると，

第10図のようにリンクを水平位

置付近で使えばよいのです．だがし

かし，このままでは平行クランクに

しても死点となり，台が容易に傾い

てしまうことに気がつきました．

それならば　荷重を受けるリンク

と台を水平にするクランクを分けて

考えようとしたのが第11図です．

苦し紛れの方策でしたが実に安定

で　ガタも小さくなりました

荷重が最初にかかる腕の先の軸受

けは滑り軸受けから始めましたが

軸受けの径をわざと大きくしてナイ

フ・エッジのようにしてあります．

1種の転がり支持になりましたが

滑り軸受けより改善されたもので

す．正直に申し上げると，オイルレ

ス・メタルとプラスチック製プッシ

ュを交換しながら試験していて．ふ

と軸受けのはずしてしまえば転が

り支持になるのではないが　それな

ら試すくらいの価値はあるだろうと

114

の思いつきが功を奏しました

さて写真の金具は．木工家具の背

面を補強するものらしいL字型の鉄

製のプレート備12回をそのまま便

いました適当なところに正確な穴

が明いているのがよいのです．ケガ

いてポンチを打っても，相対的に穴

の位置はずれるもので特の私のよ

うにやっつけ仕事で試作するものに

とっては下穴が明いていると，ほん

とうに助かります．

軸は単に長い全ネジです．平行

クランクにする目的で　アルミの平

角材を通していますが　ここはキl）

穴ではなく，下穴を開けて．タップ

を立て，挟め合わせています．軸が

鉄のネジそのものだったので∴族合

に適したアルミを使ったのですか

ガタが小さく，滑りも上々といった

ところで　こちらは我ながらめずら

しくうまくいったと思っています．

組み立ての順序は　まずアルミ平

角材の棒と全ネジを滑り挟め合いと

しておき，水平の台の上で　L字型

プレートを左右合わせて取付け，そ

ののち軸受けにセットし．台が擬似

的にせよ上下に動くようにしたもの

です．一見粗雑な工作ですが見

た目よりも手間はかかっています．

これでスムーズに動いてはくれま

したが　前述したように，上下動に

伴って左右動が派生してしまいま

す．こうして派生した左右動成分は

まったく振動がなかったところにも

生じているわけですから．批評氏の

ように“これで間に合わせる●の

ではどうにもおもしろくありません．

なんらかの形で打ち消しを与えな

くては収拾が付かないのです．でな

ければ　ケンプ機構のガタを追い込

んで荷重の片寄りに負けないよう

にしなければいけません．

上下動のメカを下にすればよい

以上を整理してご説明します．面

倒くさいと嫌われる作業ですが，少

なくとも今回は　このお陰で解決

しあぐねていた問題が7年ぶりにそ

れこそあっけなく解けたのです．“灯

台もと増し”－目の前に解決策は

ぶら下がっていたのです．

考えてみると，第11図の上下動

に伴って派生した誤差成分は単純な

水平動でした．これは外部振動とは

別に，新たに水平動が加わったのと

同じことです．ならば水平動で受け

流せるではありませんか水平動を

免ずる仕組みは2006年のモデルで

は下にありましたが　これはもとも

と水平動の免振機構に擬似上下動を

足したから，こうなったのでしだ

上下動の上に左右動を与えて，誤

差分を打ち消せるのですから，いま

までの水平動機鰐をそのまま上下動

機構の上に載せれば十分なのです．

別にリンクを複雑に組み合わせて厳

正直線運動を作る必要などなかった

のです．もっとも，水平動機構が下

にあったとしても，誤差成分は上下

動機構全体を水平移動させるわけ

で感度こそ低下しますが　それな

りに誤差も補正していることにはな

っていますが…

それでは，早速　試作にかからね

はなりません
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