
アンプとスピーカは

どうすれば

理想結合となるか∴・・

最近のパワー・アンプにおける技術動向で注目される点は，その

本来の負菊であるところのスピーカま

で含めた，トータルな考え方がされる

ようになった点ではないかと思いま

す．その結果，現在ではさまざまな帰

還技術が考案され発表されています．

もちろんその中には以前からあった技

術を，実った観点から見直し，改良し

たものもあります．ただそれらの技術

に共通して言えることは，スピーカの

逆起電力という問題を取り扱っている

ということで，それらの技術がアピー

ルしている内容をまとめると，スピー

カの逆起電力の影響を取り除いたと

か，逆起電力によるひずみを取り除い

たとか，ひいては逆起電力を抑えたと

いうことになり，うっかり聞いている

とスピーカの逆起電力がなくなってし

まったような印象をあたえるものも少

なくありません．

そこで，スピーカの逆起電力の影響

はどのように現れるか？スピーカの入

力ひずみはどうして発生するかi？など

について，これから考えてみたいと思

います．

言

繭藍

細さ
畷繋・識 現

麹餓蟻

スピーカは電気エネルギーを機械エ

ネルギーに変換する物で，その横板エ

ネルギーが青笹エネルギーとなって私

たちの耳に遠するということばと存知

のことと思います．またマイクロホン

は音響エネルギーによって機械系に振

動を与え，その機械エネルギーを電気

エネルギーに変換し，電気信号として

取り出す物であることもご存知のこと

だと思います．効率や特性を無視して

考えるならは，ダイナミック・スピー

カをマイクロホンとして使用できるこ

ともど存知のとうりです．インターホ

ンなどはその例だと思います．

ただこれらの物は原理的に屯気から

機械へ，そして機械から電気へのどち

らの方向にもェネルキー変換を行いま

す．これを可逆型変換器といいます．

いっほうカーボン・マイクのように，

機械から電気へのエネルギー変換は行

うが，その逆の変換は行うことができ

ない物もあります．これを非可逆型変

換器といいます．可逆型変換を行うス

ピーカの場合，電気信号を加えるとそ

れが磯城エネルギーに変換されて機械

系が寂勤しますが，その振動によって

今度は電気工かレキーを発生します．

このように考えると頭が混乱してきま

すが，実際はこれらがトータルされた

包圧，電流，音圧の特性になります．

ただ機械系の振動が電気エネルギーに

変換されるので，電気信号源であるア

ンプがそのエネルギーをどのように処

理するかという点でその特性は変化し

てきます．

ここで重要なことは，音が出るとい

うことは機械系が振動するということ

で，機械系が振動するということは，

可逆型変換器に削、ては必ず何らかの

電気エネルギーを発生するということ

です．すなわち，その亀気エネルギー

の発生を抑えてなくすということば

機械系を振動させないこと，つまり吾

がでないということに他なりません．

／γ／

●

電気磁気学の本によれば逆起電力を

つきのように表現しています．第1回

（n）をこらんください．いま図において

El＞E2とすると，包流は図の矢印の

方向になかれ，抵抗RはIxRの電圧

降下を起します．そしてそれは図百の

式で表わされます．ここでElは電流

を流すように働き，E同意電流の流れ

を妨げるように働きますニ　Elのよう

に起包圧が電流の方向と同一のものを

起電力，Esのように屯流の方向と逆

のものを逆起電力と呼んでいます．

さらに一歩すすんで．抵抗の電圧降

下I xRについて考えてみますと，こ

の包庄降下も包流と反対の向きを持

ち，第1図0）のようにEs＝I xRな

る逆週毎カと考えることができます．

このように起電力，道連屯カを定義す

ることにより，キルヒポッフの第2法

則はつきのように表わすことができま

す．

起電力の和＝逆起電力の和

ダイナミック・スピーカに電圧ある

いは屯流を供給すると，その電流によ
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とになります．これがI

IMひずみと呼はれるも

のです．スピーカが外力

によって動かず，信号の

みで動いているならば

eaとelの周波数が同じ

と考えればよく，foにお

いてはelとesは同相と

なり，負荷線の傾きはゆ

るやかになります．foの

両側の部分ではesはel

に比べて位相が±900以

内でずれたものと考えれ

ばよく，負荷線は橋田を

描きます．

つきに第12図のよう

に，帰還のかけ方の実る

2種類のアンプについ

て，esによるVBの変化

t M （重りの

匡

楕I　 T
＿里

＋∞　　 牢 日 立 ＿硫

′し A““‖“●“
句 凡
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＜第9図＞

を計算してみます．Circuit－1の場合

は，負荷を出力インピーダンスゼロで

ドライブし，CirCuit－2ではR富でド

ライブすることになります．いまes＝

0の時，負荷の両端の屯庄Vlが3V

peakになるようにelを定めておきま

すと，VBの電圧波形は第18回〈小のよ

うにどちらも同じになりますが，eaと

してV2＝10Vpeakを加えると磨18回
㈹，（c）のように，Circuit－1の方が

VHの扱帽が大きくなってきます．そ

れだけ非線形領域にはいりやすくな

り，IIMひずみは発生しやすくなる

ということができます．一般に負帰還

によって出力インピーダンスを小さく

した場合，帰還をかけない時の出力イ

ンピーダンスが大きいほど．IIMひ

ずみには不利といえます．

スピーカの逆起電力による底流がア

ンプに流れ込まない方法はないのでし

ょうか？それにはスピーカを定電流ド

ライブすればよいことになりますが，

定屯流ドライブにすれば逆起電力の影

響はなくなるかと言えば　そうとは言

えません．負荷両端の笹圧は逆起電力

分だけ加算されるので，その電圧が定

包流アンプに影響を与えるからです．

これまでに定電圧ドライブとか定電

流ドライブとか言ってきましたが．定

電圧ドライブとは負葡インピーダンス

に関係なく．入力に応じた電圧を供給

することで，出力インピーダンスは当

然ゼロでなければなりません．そのア

ンプを定電圧アンプと言いますが，そ

144

パワーアンプとスピーカ結合モデル

のアンプの部品や電源の電流供給能力

が限られているので，どんな小さな負

荷インピーダンスでもドライブできる

わけではありません．定電流ドライブ

とは負荷インピーダンスに関係なく．

入力に応じた電流を供給することで，

出力インピーダンスは無限大となりま

す．そのようなアンプを定電流アンプ

と言いますが，アンプの電源電圧には

限りがあるので，負荷瑞の電圧も当然

制限を受けます．したがって，どんな

大きな負荷インピーダンスでもドライ

ブできるわけではありません．

少し諸が横にそれましたが，普通ダ

イナミック・スピーカやスピーカ・シ

ステムは定電圧ドライブ（通常はスピ

ーカ・コードが直列に入った状態になる）

した場合に，所定の特性が得られるよ

うになっているので，これを定電流ド

ライブした場合，周波数特性はスビ」

カのインピーダンス特蛙にそって，fo

で大きくピークを持つことになりま

●

スピーカ・

インピーダ

ンスはフラ

ットにする

ことが理想

のようだが

lC一博5－ひくc一g〉

eL“e em

R1－0，5n

R3－0．2Q

ne－0

（a）の－0の時　V1－30V

Ic －U 5 －0 くc ゼ ）

畝 ．t e 復調

R 1－0 ．50

n 8－0 ．20

R 3°0

l 、 ト 1 ，

e　　　　 j e　　　　 4 6　　　　 8 も

（b）e1－0の噌　Ⅴ2－10V

＜第10図＞　elもしくはeeが0のとき
の負荷線

す．もしアンプの周波数特性を補正し

て定屯庄ドライブ時と同じ周波数特性

にしたとしても，前述したように包磁

制動はかからないので，ボイスコイル

は容易に外力で動き，スピーカで振幅

変閲や周波数変調を起こし，ひずみを

発生しやすくなり，したがって，機械

制動の大きなスピーカが必要です．

　　 i
語騙麗闘願爛鰯繊

スピーカのインピーダンス特性は前

にも述べたように，ボイスコイル・イ

t 〇
〇〇

I

電 流

ア ン プ”

－

Ooァ ブ ナ　　 ＋

－
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波形はEoの波形と異ってきます．

このことからわかるとうり，スピー

カのインピーダンスの周波数特性がフ

ラットでないかぎり，スピーカ端子電

圧Eとスピーカ電流Iのどちらも同時

にフラットな周波数特性にすることは

できません．

…漣　 d

●　′

騒 擾

今まではスピーカの動作がリニアな

ものとして話をすすめてきましたが，

実際のスピーカにおいてはそのような

理想的な動作はしてくれません．その

1つとしてボイスコイルのおかれてい

るギャップの磁束分布は第14図に示す

ように，両端の方で磁束密度が低下し

てきます．この間をボイスコイルが動

くわけですから，ボイスコイルの位置

によって，ボイスコイルの鎖交する磁

束（平均鎖交磁束密度）が変化します．

前述したとうり，ボイスコイルを動か

す力やボイスコイルが動くことによっ

て発生する逆起電力は，カ係数k＝B

Xeに比例するので，Bが変化すれば

当然駆動力や逆起電力も変化します．

つまりボイスコイルの変位の関数とな

ります．またボイスコイルをささえて

いるダンパなどの機械インピーダンス

もボイスコイルの変位で変化しますの

で　逆起電力による動インピーダンス

がボイスコイルの変位の関数になりま

す．ボイスコイルは電流で動くわけで

すから，ボイスコイルの変位は蟹流の

関数であり，げっきょく，勤インピー

Ul（関東J）暮s l駿くUu．T）ge

脇で1°8　　　　　　録縦遍く脚〉亭Ioe

憎 く
s
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＜第12図＞　負帰還のかけかたの異なる2種類のアンプ・モデルと逆起電力

ダンスは電流の関数となってしまいま

す．これは振幅が大きくなるfo付近や

それ以下の周波数でとくに問題となり

ます．その他にも，ボイスコイルに信

号電流を流すと当然その電流により磁

界を発生し，その磁束は磁気回路の一

部をとおります．磁気回路をとおるこ

とにより，渦電流やヒステリシスを持

つので，電流と電圧の関係は非線形と

なり，ボイスコイル・インピーダンス

も非線形なものとなってきます．この

ようにしてスピーカ・インピーダンス

が非線形なものである以上，そのイン

ピーダンスZと流れる電流1，端子電

圧Eとは次式のオームの法則を満足し

ているため，

E＝I x Z

電圧Eが無ひずみならば当然電流I

はひずんでおり，電流Iが無ひずみな

ら電圧Eはひずんでいることになりま

す．つまり電圧，電流のどちらも無ひ

ずみにすることはできず，少なくとも

一方はひずんでいるということになり

UlくU頃．r）重き∴∴∴∴1眼く∪億，丁）tle

繊ンrl章0．繁i∴∴∴∴∴鋤調漉く膝6）－fla e
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－I

一事

ます．

前述の第12図の2つの回路で考えま

すと，どちらのアンプも理想的なアン

プである場合，Circuit－1ではA点よ

り帰還がかけてあるので，A点の出力

インピーダンスがゼロとなり，A点の

電圧は無ひずみとなりますが，流れる

電流はひずんでいますので，C点の電

圧やVBはひずんでいます．いっほ

う，Circuit－2でB，C点より帰還が

かけられているので，Cでの出力イン

ピーダンスがゼロとなり，C点の電圧

は無ひずみとなりますが，やはり流れ

る電流はひずんでいる（Ciruit－1に比

べてReの分だけひずみは少さい）ので，

A点の電圧やVBはひずんでいること

になります．

職
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スピーカ入力ひずみとしていわれて

いるのは，一般にスピーカ両端の包圧

ひずみのことのようですが，これは前

項で説明したように，舘12回のCircuit

－2でA点の電圧がひずむということで

す．Raとして実際のアンプではその

出力インピーダンスとスピーカ・コー

ドのインピーダンスが考えられます．

つまり，電流がひずんでいるので，R2

が存在するとRsとスピーカ・インピ

ーダンスで分圧されたスピーカの端子

電圧がひずんでしまうということで

す．したがって，Circuit－1のように

スピーカをインピーダンス・ゼロでド

軽度β
聞 竿

， i

宰b∴∴‾

ヽヽ

ギャッ：な座乗密度

′′

． i

II

i i

才 ‾ 宅 ‾ 「㌻ ‾ 鴫
＜第14図＞　ギャップの磁界分布
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◎

ロ日田
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B 0 嶺

ライブすれば　その感度ひずみは発生

しないことになります．ただしここで

注意しなければならないのは，たとえ

スピーカ入力電圧は無ひずみにできた

としでも，スピーカ入力包流はひずん

でいるということです．しかもそれば

Rsがある場合より大きなひずみとな

ります．

＼ヾ＼
聾闇

＼

堕

l

閣 囲 閣

◆　 ′

・もちろんすべての物質は非線形です

ので，スピーカ・コードといえどもひ

ずみを発生しないわけではありませ

ん．とくに接触不良などがあると，大

きな集中抵抗に包流が集中し，大きな

3次ひずみを発生します．またスピー

カ・コードに鉄線のような磁性体材料

を使用するとひずみの原因となりま

す・これは表皮効果ということで考え

られ，表皮効果は周波数が高いほど，

導停車が大きいほど，透磁率が大きい

ほどおこりゃすくなり，鉄は導包率は

DEC　2014

●

スピーカ負

荷時のデー

タをこれか

ら規格化し

て発表すべ

きだ

銅に比べて少レJ、さいけれども透磁率

は銅に比べて非常に大きく，表皮効果

は銅よりもすっと低い周波数から影響

がでてきます．そしてその透磁率は電

流によって変わりますので，鉄線のイ

ンピーダンスが非線形となり，ひずみ

を発生すると考えられるからです．

しかしスピーカ・コードとして鋼線

を使用し，接続をしっかりするならば

スピーカ・コードのひずみは他のひず

みと比べて十分無視できる値です．

現在いわれているスピーカ・コード

によるひずみとは前項で述べたよう

に，スピーカ・インピーダンスの非線

形によりひずんだ電流が流れ，スピー

カ・コード・インピーダンスによる電

圧降下分がひずみ，その結果スピーカ

の入力電圧がひずんでいるということ

で，スピーカ・コードがひずみを発生

しているわけではありません．

以上なかなかと述べてきましたが，

要約しますと，現在使用されているダ

イナミック・スピーカにおいて，‘‘逆起

電力をなくすということは，音が出な

いということに他ならないというこ

と”，‘‘ァンプの出力インピーダンスを

小さくすると，スピーカの制動はよく

なっていくけれども，出力インピーダ

ンスをゼロにしても制動はある一定な

値にしかならず，出力インピータンース

が十分小さな値であれは，スピーカの

制動に大きな差は与えないというこ

と’，‘‘スピーカのインピーダンスが逆

起電力によりfoで大きなピークを持っ

ているため，アンプに出力インピーダ

ンスがあったり，コードにインピーダ

ンスがあると，スピーカ入力電圧の周

波数特性もスピーカインピーダンスの

影響を受け言0付近が盛りあがった特

性になるということ’言‘スピーカ・イ

ンピーダンスは非線形なものなので，

スピーカ電圧，スピーカ電流の少なく

ともいづれかばひずんでいるというこ

と，現在いわれているスピーカ・コー

ドによるひずみとは，スピーカ・コー

ドがひずみを発生しているわけではな

く，スピーカ・インピーダンスが非線

形なだめ，電流がひずみ，スピーカ・

コードによって降下した電圧がひず

み，その結果スピーカ入力電圧がひず

んでいるというとど’です．

いろいろな方式によって，ある部分

でスピーカの逆起電力の影響が観察で

きなくなったとしても，逆起電力がな

くなったわけではなく，他の部分に目

をやればやはりその影響を見ることが

できます．ただつきのiことはいうこと

ができます．第12図の2つの帰還方式

でいえば　Circuit－1ではA点，Cir－

cuit－2では点C，つまり電圧アンプで

はその補遺〇度を検出している点での

電圧が，スピーカ負荷においても無ひ

ずみであるならは　そのアンプはスピ

ーカの逆起意力によって非線形な動作

はしていないということです．電流ド

ライブのアンプでいえば　スピーカ負

荷において，その電流がひずんでない

ならば　そのアンプはスピーカの逆起

置力によって非線形な動作をしていな

いということです．

最後に，これまで述べてきた説明

は，あくまで単純化したアンプ，スピ

ーカの動作であって，実際のアンプ，

スピーカでは，さらに複雑な要因がか

らみあっているということをつけ加え

て説明を終えたいと思います．

以上述べた内容が，少しでも兢者の

皆様の参考になれはと願うものであり

ます．　　　　　　　　　　（以D
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