
港

定電流アンプで駆動することを前

提として製作した4種類の樽形スピ
ーカ(2009年2月号)を,本人はオー

ディオ･マニアと思っている兄に聴

かせだところ, LFO60Cl (口径6

cm)を収めた容積0.68 1の最小形

に驚いていました*!.常用する

16-20cmの中形システムと瞬時

切換えでも,ボーカルやチェロであ

れ):姉ヒ鮫に耐えるとの印象を持った

ようです.これに気を良くし(悪乗

りし),さらに小口径の超小形スピー

カを製作しましたので報告させてい

ただきます.

コイズミ無線のカタログ(有料500

円)で口径が6cmより小さいフル

レンジ･スピーカを調べると, 2イ

ンチのAura so血d NSW 2-326,5

cmのTang Band W2-80-シリ

ーズ, 4cmのAirWaveCLFO40

シリーズ,そして最小は1インチす

なわち2.54cmのAura sound

NSW 1-205章2があります. BOXは

前作同様,バスレフ形とし,定電流

アンプで駆動することを前提とし,

口径5 cm用の趨小形スピーカ2種

類を製作しました.
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●材料を揃える.ペットボトルの有効活刷?　　　　　　　　　　　●スピーカは合わせてバッブルを切り取る
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スピーかユニット 劔刄Xピーカ.ボックス 

口径 �8��ｸ4ｨ�ｲ�餉B�fo 網��Q 蒜�2�形状 况Y���ダクト径/長さ 

4cm ���%v�fR�4ﾄd����ﾕ2�290 ��緜R�1.007 ��紊2�ペットボトル ���2�2.15¢/2.7 

2インチ ��W&�67V襭��5s"ﾓ3#bﾓ���200 ����B�0.8 �����ペットボトル ���#B�1.6¢/4 

5cm 彦�誥&�襭�s"ﾓ���4ﾂ�160 ���0.26 ������たまご ���2�1.8¢/7.2 

cf6cm ���%v�fR�4ﾄd�����130 ��緜�R�0.252 ��經R�樽 ��緜��1.6¢/3 

Hz 睦� ��� ���°in/cm 

(莞l衷)スピーカ･ユニット雌パラメータおよびスピーカBOXのサイズ

第1表に使用するスピーカ･ユニ

ットの特性パラメータおよびスピー

カBOXのサイズを示します.スピ

ーカは主としてf｡の低さに着目し

て選択しました.不勉強で議パラメ

ータからBOXおよびバスレフ･ダ

クトを最適化する計算方法を理解で

きておりません.よって,バスレフ･

ダクトの調整は経験と実測によりま

す.

章12008年12月12日,ラ按編集都の例会で

試聴していただきましたが,定電流アン

プとのマッチングが良いと好評でした.

`2製造中止ではないようですが,入手困難

30

●ペットボト

ルにバッブル

を取り付ける

●カメラの三

脚に取り付け

るには爪付
TナットW

1/4をペット

ボトル底面に

接着する

●内佃に石膏

を塗布し強度

を高める

です.

製作工程
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トボトルに目をつけました前者は

池袋の東急ハンズにて1個409円

で購入しました後者は280ccのホ

前作棒形よりも方形で据わりの良　ット･ドリンク用(オレンジ色のキャ

い素材として,アクリサンデー社の　ップ)です.以下廃物ペットボトル
"あくりっ子''ぉよぴコンビニのぺッ　を利用したスピーカBOX製作工
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表面を均し,薄すぎないことを確認

する.十分は鞄燥させた後,石膏表

面にゴム糊を塗布し,剥離を防止す

る.

⑥塗装およびスピーカ端子取り　　工穂㊦でゴム糊を塗布せずに,有　れば, BOXの強度はさらに増すで

付け:サブ･バッフル周りを木工用　膏をペットボトルに直接塗布する　　しょうま3.

パテで整え,アクリル系塗料でスプ　　と,わずかなショックで石膏が剥離　　大量生産されるペットボトルは据

レ-する.スピーカ端子をゴム糊で　してしまいます.前作の梅形BOX　わりカ浪く,直置きしてもガタガタ

接着し,スピーがこ配線する.　　　と同様,タオル布を内側に貼り付け　　しない形状精度の高さに驚かされま
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諒驚誓琴襲擬態/一躍灘 劔劔��
●筆者のl)スニンク･ルームにならんだ/Jヽ型スピーカ･システム
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〈第1図〉

SRPP型定電流ノヾワ一･

アンプでスピーカを試聴

した

イズのスピーカBOXに対し, 200

Hz程度の共振ダクトに相当しま

す.外径が20-21 mm¢,長さの異

なるアクリル製パイプにマスキン

グ･テープを数回巻き,キャップと

(a)短ダクト

2 2¢×1.8cm

(ら)長ダクト

1.6¢×4cm

く第2図〉

Aua sound NSW 2-

326のインピーダンス

特性.音圧特性

※　富士語録製モジュール

熊※　菜種性

巌合すれば共振状態を調整できま　　sound NSW2-326をたまご形

す.また,適量のフェルトでBOX内　BOX``あくりっ子''に納めた場合の

の定歪波を抑制すると静かな音にな　インピーダンス特性定電流アンプ

ります.　　　　　　　　　　　　(2009年1月号)で駆動した場合の音

第2図に2インチのAura　圧常陸を示します.ダクトの長い方

Ⅴ0-p-lV紳士30cm

嵩1日｣-i ���ｽ隗H�ｲ� 

醒躍雷 ��最, 
.網iiS○ �� 

転置 �� 

浬国産国璽墓懸悪因圏墨壷燕遡 
∴-▲∴,こ∴∴. 

陸棚十十一十一一一一因雪警 

重蓋悶轄藍喜一 
10　　　1 00　　　1k　　　10k　　　1 00k

周波数(Hz)
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く第4図〉

聞AirWaveCLF
O40Pl-Sのインピー

ダンス特出音圧持牲

ダクト

2 15¢×2 7cm

(9回寸ダクトなし)

試聴と反省

スピーカの試聴評価もアンプと同

様,絶対評価は困難と諦めています.

前作で最小の木棺風BOXに納め

た口径6cmのCLFO60Clと比

較試聴しました.第2表に試聴睦栗

を示します.パワー･アンプは2009

年1月号のSRPP形定電流アン

プ京Sを　ソースは日本オーディオ協

会製作のCD ｢IMPACT2｣を用い

ました.ただし,モノラルです.
`6電気的特性は,包圧ゲイン: 28.8dB,局

波数帯域幅: 2.5 Hz～31 kHz,無ひずみ

最大出力:low,出力インピーダンス:

2500.最小ひずみ率: 0.08%

音量を揃えると,意外に6cmと

の差が少ないと感じます.先の橋形

小形スピーカの場合,定電流アンプ

一一_a_蛋 !要害容器事一子∴∴置○○■看臆漢書∴. 18SSS〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 � 

I.:='.蒸.'& ��ﾚ*(�ｲﾘ�ｸ自)ｨ�ｺ"�.,-.*' 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇- lI雪;==国王に==,:: � 

謹蔑蓋真環濠認畿慕--罵姦琵 剪�

10　　　　　100　　　　1k

周波数(Hz)

による低音の不自然さが気になりま

した批超小形の本スピーカでは不

自然さは感じません.振動板が凹形

のためか,橋形スピーカ6 cm 8 cm

で見られた高域の大きいピークは緩

和されています.

ペットボトルをキャップで密閉形

にすると,生き生きした音色が失わ

れかつ低域の音量が下がると感じ

ます.

家庭の洗淫磯や冷蔵串は大形化す

る一方,オーディオ装置が小形Iは

れるのはやりきれませんが　いくら

ぼやいても大形スピーカを設置する

スペースの存在しない厳しい現実が

あります.先に製作した5.21の樽

形スピーカに納めた10cmウ-フ

音圧特性
10dB/div

インピーダンス特性
5dB/div

10k look

アFW108Nは低域50Hzまです

なわちピアノの最低音から1オクタ
ーブ(鍵盤12キー)を除いて再生可能

です.超小形の本スピーカは100

Hzすなわち低域2オクターブの再

生ができません.この差は大きく,

概ねオーケストラの低音楽器の最低

音域1オクターブを再生できないこ

とになります.よって,聴く音楽の

対象は限定されますが,ピンポイン

トの音源は定位の確認には好都合

で,たとえばギターとヴァイオリン

の二重奏をモニターするには適して

います.

なお,超小形スピーカの製作に要

する材料費は左右1ペア1万円未満

です.

スピーカ.ユニット ��W&�6�襭�TangBand ���%v�fR�

NSW2-326 不"ﾓ���4ﾂ�CLFO60Cl 

スピーカ口径*6 �(48986��5cm 吐6ﾒ�

BOX形状 �+ﾘ-ﾈ+(ﾆ��ペットボトル形 册���

BOX内容積 ���#C��0.301 ��緜���

-3dB帯域幅★7 �� ��

ピアノ �6�8�985榎x*"�華やか ��.(*痛.�刺,僮y|ﾒ�

ドラムセット 倬Y��.ｩ|x+R�同左 �.�刺,僮y|ﾙtﾂ�

フルート ��h��+X*"�同左 �:�b�

トランペット 亰�*�+X*"�同左 �:�b�

弦 �.�司W9�ｸ+�*ｨ齷�"�同左 �6�8�985榎x*ﾘ齷�"�

女性ボーカル 俾��"�同左 俘(刺ｯ�.なﾝx*"�

掴エッジの中央問を実測すると,それぞれ3.8cm, 4.1cm, 5.1cmです

青で図2, 3による.

〈第2表〉試聴醸
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