
前号では，パワーアンプとスピー

カーシステムが相互に影響するこ

とでそれぞれの特陸に及ぼす変化

について調べました　その際　被

測定スピーカーには小型の2ウェ

イシステムを使い，スピーカーシ

ステムの中にLCネットワークも

含まれると想定しましたが　今回

は大型のシステムを使って，外部

のmネットワークとスピーカーの

間の様態を調べました　ここで使っ

たTCネットワークのクロスオー

バー周波数は低めの500Hzで　大

型のインダクターが使われていま

す．

実験では　ウーファーの駆動電

圧特性と．トウイークーのアッテ

ネ一夕ー特性が　LCネットワーク

を通過するとどのように変化する
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駆動電圧特性．インピーダンス特性を測定

［図1］パワーアンプLCネットワーク．
スピーカーの関係
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かを調べました．

駆動源には真空管アンプと半導

体アンプを用いて，各部の特性を

比較しました

測定にはiOSデバイスを用い

たAudioTooIsアプリのインピー

ダンス測定および周波数スイープ

による電圧測定モジュールを使い

ました．

LCネットワークと
スピーカー

図1のように，スピーカーから

見ると，LCネットワークを経由し

てパワーアンプから電力が供給さ

れるので　パワーアンプの内部抵

抗にプラスして．ネットワークに

含まれる抵抗分などが駆動電圧に

影響してくると予想されます．また

これらはボイスコイルのインピー

ダンスとも影響しあいます．

実験に使ったLCネットワーク

回路（図2）は2ウェイ方式で

12dB／octで遮断特性を持ってい

ます．ドライバーはいずれもTAD

製でウーファーはTL－1601，トウ

イークーはTD－4001でカットオフ

周波数薫が290Hzのホーンを駆

動しています．前述のように，ク

ロスオーバー周波数は比較的低い

500Hzなので　インタクタンス値

を確保するためにコア付きのコイ

ルを使用しています．

トウイ一夕ー側のアツテネ一

夕一には，2dB刻みのタップ付き

コイルを使っています．写真1が

LCネットワーク回路
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［図21測定に使ったLCネットワーク回路
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［図5］純抵抗負荷時のLCネットワークの出力電圧特性
（アンプ端子は160，測定点はA－AとB－B）
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［図7］真空管アンプによるトウイークー駆動電圧特性

性です．明らかに図4の総合イン

ピーダンス特性の影響を受け．イ

ンピーダンスの共振峰の部分が高

い電圧値になっています．ピーク

は約5dBuと大きな上昇が観測さ

れます．

同時にAとBの上昇は　図4の

同じくAとBの上昇の影響を受け

ているようです．Bのほうは遮断周

波数とおおむね一致するために肩

特性が一見シャープですが　本来

の目的とする遮断特性とは少し異

なります．

（3）トウイ一夕ー側駆動電圧特性

図7のようにきれいな遮断特性

が観測できます．しかしながら，仔

細に観察するとトウイークー負荷

の場合　純抵抗負荷に比べてわず
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［図6］真空管アンプによるウーファー駆動電圧特性
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［図8］半導体アンプによる駆動電圧特性

かに遮断特性がシャープになって

います．実用上の差はありませんが

図4の盛り上がりはBの影響が出

ているのかもしれません．

半導体アンプによる駆動

半導体アンプによる駆動電圧特

性を測ってみると，図8のように

トウイークー側での問題はないよ

うです．

一方，ウーファー側に関しては

真空管アンプほど顕著ではありま

せんが　少し影響を受けています．

LCネットワークのないアンプとボ

イスコイル直結の場合まったくフ

ラットですが　コイルを経由して

いるために若干の山谷の影響は免

れません，

直結式の場合　スピーカーケー

プルの長さによっては直流抵抗の

影響も無視できなくなるでしょう．

アッテネーダーの影響

半導体アンプ駆動におけるアツ

テネークーの影響を調べます．

前述のように，ホーン型のスピー

カーは軸上音圧の効率が高いた

め，かなりアツテネ一夕一によっ

て出力を減衰させる必要がありま

す．TL－1601の規格上のSPLは

97dB／W／m，TD－4001は110

dB／W／mであり，実に13dBも違

います．単純にいえばトウイーク一

例は13dBほど減衰させなければ

ならないことになります．

そこで　各減衰レベルにおける

高域特性を測ってみました　図9

が0一一16dBまで－2dBごとに
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パワーアンプの駆動周波数特性の測定

測定した特性です．前述のように

このLCネットワークでは　コイ

ルの減衰ポイントごとにコイルと

並行した抵抗値を変えていません

それでも，この図のように予想し

た特性が得られます．

ドーム型トウイークーと

高域特性

今回測定したように十分にホー

ンロードがかかり，インピーダン

スの変化が少ないトウイークーの

場合は，理想的に近い高域駆動特

性が得られましたが　大きな共振

峰のあるドーム型ではどうでしょ

うか．

図10はフオステクスFT48Dで

実験した結果です．このトウイー

クーのインピーダンス特性は，図

10に示すように，600Hzあたり

に大きな共振峰が存在します．こ

の駆動特性を各アツテネ一夕一位

直で測定すると図11となり，悪く

はないもののAの肩特性がシャー

プすぎることと，Bが少しカマボコ

形になっている点が気になります．

これは　わずかですがインピーダ

ンスが高いため，回路損失の理由

で流れる電流が減少し，その分だ

け電圧が上昇するためです．

ドーム型スピーカーの効率はそ

れほど高くないので　アッテネー

クーでの減衰も多くはありません

2014／12

［図11］ドーム型
イ一夕ーのアッ

ネ一夕ー特性
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そのため，図11の特性の減衰の少

ない部分を使用する場合が多いの

で　若干の注意が必要です．

なお，ホーンスピーカーでも星

の高いホーンを使った場合　イン

ピーダンス特性を測ると意外なと

ころにピークが残っている場合が

あります．これらはLCネットワー

クの低域カットオフ周波数を決め

る上での参考になります．

まとめ

実際にデータを測定すると．いろ

いろなことがわかってきます．予

想していなかったことが起きてい

ることもあります．LCネットワー

クやスピーカーは　インピーダン

ス値が80や16Qなどといいます

が　実際は純抵抗分とキャパシタ

ンス分，それにイシダクタンス分

から成り立っています．そのため，

フラットな特性のアンプで駆動し

ても，実際に電圧特性を測ってみ

ると，フラットではない特性になっ

ていることがあります．

単純に物理特性だけを見るので

あればDFの高いアンプでスピー

カー直結型がフラットに近い出力

特性になりますが　そうでない場

合はアンプのDFをどのくらいに

するか，ネットワークをどうする

かといった問題に挑戦する必要が

ありましょう．

測定ではiPad上でAudioTooIs

を動かしました　電圧センサーと

しての外付け機器にはStudioSix

DigitalのiAI2を便いました

参考サイト
TADスピーカーサイトは「TADpro
unitspeakers」で検索
AudioTooIsは「StudioSixDigital」で
検索AudioTooIsを使った測定の解説
はhttp：／／jtesori．com／S6d／book／
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