
前回までに接点の通電挙動を,

(1)微小電流

(2)波形

(3)接点液の効果

で見てきましたが,オーディオで役

立つ情報があまり得られないまま,

ここに至っています.

聴覚が波形に反応して感覚として

音色を認知するのに,基音から-40

dB程度の倍音も関与していること

に思いを致すと, 0 dBレベルでの計

測,あるいは-40dBレベルの個々

の計測は,機器の物理的基本特性の

スイッチの

接触抵抗を測る(7)
● 2音バースト波を使う
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〈第1図〉 2音信号の発生法と信号のタイム･チャート

測定という点では意味があります　　力をバースト波で行い,それを観測

那,感覚と結び付ける機器の評価に　　することが,より実際に即している

はイマイチと考えられます.　　　　計測だろうとの考えから,今月はこ

その観点から,レベル差(比),周　　の点の検討から入っていきたいと思

波数差(比)を持つ2-3音同時入　　います.

駆黒幕田-＼謹言 --讃蓬護国 劔劼ノ: � 劔 宙��� 

/ ��∴∴ 劔� � 劔 �� 

薫撥怒,＼＼ :∴∴ ∴ � ��∴∴ ∴.∴ ��冒 冒 i a ∴ �� 坪�������免ﾆﾇ(爾驗�u5556R�劍������������b�J�� 凵� 劍�������傾���Y-B�↓:÷一書○嶋 一:∴ !-: ���4x�ｲ�+����ｶ9��ﾈ.r� 

烏 緩 義 ∴ ��∴∴ � 唸ﾋ��･∴ ∴∴∴∴ ����ｽh���7ｲ�b��������������������������Δ�* ��b� ��∴ �� �� ����凵�.｢∴｢∴∴ ����r�rﾓｨ鯔�)&x-ﾂﾒﾂ�･∴ ��

;;綾 猿慈欝 劔剪� 

::∴∴∴ 劍���j(�h���� 劔劔 �� 唸��6ﾒ��ｷ闔ｩ?�J*(�����?��へ������������h�h���

●被測定スイッチを取付けたシャーシ　　　　　　　　　　　　　●バースト波やトリガ･パルスの発生にオシロが大活躍
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主スイープ(A)　　1(第2図)

トリガ･パルス発生

莞蒜詰~　-一幸へ＼一二>-
く第3図〉拡大スイープ動作
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2音バースト波の意義

かつてこの｢散歩道｣でも,スピ

ーカのテストのときに2音バースト

波を便いましたが,本来は複雑な楽

音に似せて使い始めたものです.普

色変化の波形面からの追求に使う予

定で構成を考えたのですが,ここで

はリニアリティのテストに活用しよ

うというわけです.昨年の"音の展

覧会"のときもスピーカのテストに

使いたかったのですが,時間切れで

活用できませんでした.

リニアリティ･テストでは,大き

な信号中の小さな信号は,その絶対

値に関わらず,いつも同じ比率で存

在しなければなりません.つまり,

そこに注目すれば　レベルを変えて

いちいち記録やプロットしなくて

も,両者の比率に注目すればいっぺ

んで事足りるわけです.

蛇足ながらf特測定?,ここまでは

フラットにしておきたいという周波

数で2音を合成しておいて,出力の両

周波数における損臨比率を見ればお

およその見当力ゝ一目でつけられます.

シュミット･

トリガ回路

Bゲート

Bスイープ

Bゲート立上がり時

のド)ガ(第2音用)

2音バースト波の発生の方法

ここでの2``音''は,かならずしも

感覚的な``音''を意味しておりませ

ん. 2信号の意味です.

基本的には2台のバースト･ジェ

ネレータを外部トリガで別個にドラ

イブし,出力をアッテネ一夕に接続,

おのおのの出力同士を接続してミッ

クスし,その単一出力を2音バース

トとして使う方法です.第1図にそ

の構成を,タイム･チャートととも

に示します.

タイム･チャートの注目点は,バ

ースト波を発生させるためのトリ

ガ･パルスの発生です.

図ではオシロの拡大スイープ用の

ゲート信号を使っていますが,筆者

はオシロを信号発生器としても使っ

ています.各オンロで波形を監視(波

形とタイミング)しながら実験を進め

ることで,動作が｢?｣のときはす

ぐ異常点が発見でき,たいへん便利

です.今月は全部で5台が連動して

います.

バースト波発生のトリガはオンロ

のBスイープ(拡大スイープ)のスタ

ート点を使っていますが,これは使

用機器の削減というより,第2図の

ような利点を生かしているのです.

つまり,

(1)スイープ･レンジを変えても

管面上でのトリガ位置が変わ

らない

(2)これでトリガされた波形は,

いつも画面上同じ位置で観察

できる
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〈第4図)ト

2音法による2回路スイ

ッチのテスト, I,, r2の差

やリニアリティを測定

ということです.この原理は主スイ

ープののこぎり波と可変DC電圧

を比較回路に入れ,両者が等しくな

った時点でレベルを反転させます.そ

の変化分でパルスを発生させ,拡大

スイープ(B)をスタートさせるので

す.このBスイ-フで同時発生するゲ

ート信号を使って, BNC端子を通し

て外部に出力して別のオンロバース

ト波発生のトリガとするわけです.

可変DC電圧は連続で変化でき

るようになっていますから,オシロ画

面上の任意のポジションで,バースト

を発生させることができるわけです.

主スイープの画面ではこの拡大ス

イープ時間を輝度変調で現わしてい

ます(第3図参照).このスタート時間

の調節は,ミックスしたバースト波

2音同士の位相関係を変えることと

同義になるわけです.

ミックスしたバースト波2音は,

おのおのの大きさをアッテネ一夕で

量的に可変でき,これが言強束や再現

性にたいへん便利なので　ジェネレ

ータとペアで,必需品となっていま

す.

〈第5図) 2音法腐ら合音の例 〈第6図) 2音法/個別波の例
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〈第11図〉カーボン液をつけたとき

〈第14図〉 SW液(令)をつけたとき

形が逆転しているということは,

SW液あり･なしでの残留電圧が+

側が大きい(接解抵抗が大きい)とい

うことで確かめてみると,液なし

の方でした.

量的にはチェックしていません

那,前回の実験から放置されていた

接点カキ酸化により抵抗の増加を来

たLTe･･････,というようなことが定

性的にいえそうです.逆にいえば

液の効果として酸化防止を挙げられ

そうです.

ここでSW液の効果をこの2音

法で見てみましょう.

いままで実験の機材構成は何度も

登場してきましたから再掲を避け,

データ一覧から始めましょう.篤lo

(第12図〉カーボン液乾いたとき

〈第15図〉第14図の再現性テスト

(第13図〉第11図の再現性テスト

態での値で,

入力: 0.210

出力: 0.165

H: 0.786

第13図は再現性のテストです.

i,_,　条件は,カーボン液で第11図に対

応するものです.

入力: 0.192

出力: 0.136

図がSW液を使わない場合のレス

ポンスで〕上が入力,下がSW接触

抵抗と10 mのパラの両端の電圧で

す.この測定法では電配ま表面に出

てきませんが,数10IIVFp程度で

す.大小2音a/Aの比率で比較し

ますが,液なしで,

(1)入力:0.195

(2)出力:0.121

(2)41)の比(H) : 0.621

第11図が,同上接点にカーボン

SW液をつけた場合のレスポンス

です.同様に比を出すと,

入力: 0.214

出力: 0.151

H: 0.706

第12図は同上カーボン液乾燥状

MAR　2004

(第16図〉

寡lo-15図までの入出力比

の値をプロットしてみたもの

H:0.708

第14図はSW液金を使ったとき

のレスポンスです.

入力: 0.151

出力: 0.111

H:0.735

第15図はSW液金の再現性テス

トです.

入力: 0.197

出力: 0.143

H:0.726

以上,データを並べてみましたが,

このままでは,傾向がつかめません.

第16図にHの値をグラフにしま

した.特徴的なのは,

(a)乾燥(液なし)が刈ヽさい値を

示していること

(b)液をつけると,値力滋的口する

こと

この値の増減がどういう憲味を持

つか,現象的には出力の小信号部が

大きくなるか,大信号部が小さくな

るかです.信号が大きくなるという

ことは接触抵抗が大きくなるという

こと,液がいずれも絶縁油であるこ

とから｢応納得できる実験でした.
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