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The56 その３ メモ  

２０２２年１０月２０日 

NHラボ㈱ 高田 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今回の The56（２０２２年１０月１５日）は、話題として「音との付き合い７０年 ②NHK

時代」 JASジャーナル Vo.56, No.6  (2016) から以下の「3. モニタースピーカの開発」

の部分をとりあげ、皆さんにお話ししていただきました。 

 

3. モニタースピーカの開発 

(a)  一筆書きの特性 

マイクの開発の折に制作した音響機器の自動測定装置は大変なすぐれもの。30 Hz から 20 kHz 

までの周波数帯域を僅か１分足らずで掃引して出力音圧、振動板の振幅、高調波ひずみ、電気イ

ンピーダンスなどの特性を測定できる装置で、マイクやスピーカなどの開発研究に必須のものであった。こ

の自動装置はその当時わが研究室にあるだけの希少価値の装置であった。                            

       

NHK 技研時代 中島さんとスピーカ自動測定装置 

スピーカメーカやユーザーから、ある時は雑誌社から、試作品から内外有名スピーカまで、測定依頼が相

次いだ。私達は労せずにいろんなスピーカの性能や機能の全貌を把握する機会に恵まれた。しかし半年

を過ぎる頃から、贅沢な話ではあるが測定そのものは定形的な労力であるために研究者をその後も長く

拘束できないであろう、その得失の合間で悩んだ。 

 

＜１つの試み＞ －本日の定例ティタイムに“一筆書きレース”を行います。奮って参加されたし。 

レースの内容：測定を依頼されたスピーカを測る前に、みんなで「視て」「撫でて」「叩いて」その特性を予

測する。ひとりひとりが一筆書きで予測曲線を描く。（図３）それぞれ予測曲線と今実測した曲線とを

重ね合わせ、その差を求める。 

レースの結果：その差の 1 番少ない人が本日のチャンピオンで「５時過ぎの酒付会合」でゲスト待遇す

る。もっとも差の大きい人は会の準備万端すべて取り仕切ること。 

その結果は予想以上に好評。悔しがる人、喜ぶ人、予実の差の原因や追究に時を忘れて議論に花

https://www.jas-audio.or.jp/journal/post4292
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が咲いた。以後スピーカの定形的な測定が円滑にやれるようになっただけでなく、スピーカの動作解析や特

性の改善にまで話が進んだ。 

   

図３．予測と実測の差  

＊＊＊中略＊＊＊ 

低音スピーカの特性の実現 ― これが本開発の成否に係わるポイント 

コーンの形状 ストレートコーン、コルゲーション使用 

コーンの材料 特性の山谷のコントロール 

 

 

図６. 12 インチウーファ―用コーン断面図 

 

この項目は解析にのらず定量化が難しい。勢い今までのキャリアにもとづく技術的勘で凌ぐ必要があるが、

その補完として前項の一筆書きの知見が大きく役に立った。１回の試作でほぼ満足すべき特性がえられ

た。高音域スピーカとのすり合わせに微調整ですんだことは好運といえるだろう。 

＊＊＊中略＊＊＊ 

(b) 商品の評価 

一筆書きで修練したいろんな内外スピーカの音質と比べ今回開発商品化した型名 2S-305 のモニター

一筆書き予測値 
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スピーカの音質は身びいきもあったろうが予想を超える音質レベルのもの。単に放送モニターとしてだけでな

く、音楽愛好家の耳にも通用するかも知れない。ならばマイクの音質評価を優先した番組制作者だけに

依頼するより、多くの音楽愛好家の評価を併行して実施することにした。 

研究所の一般公開日を選んだ。内外で著名なスピーカ３種と開発品の４台をブラインドし、公開参加

者に音質投票をお願いした。結果は全投票の過半数を新開発品が獲得した。 

＊＊＊以上 JAS ジャーナルから抜粋＊＊＊ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

以下に、上の文章の中から事務局がピックアップしたキーワード（赤字表示）と皆さんのお

話を結び付けてまとめました。文章は事務局の独断で若干編集してあります。話題に関連す

る技術資料は事務局が付け加えました。 

 

モニタースピーカ 

C さん： 

中島さんの論文（2ウエイ複合型スピーカの設計 NHK 技術研究 1956 年 8 月号 pp.1－22 

この論文は The56 その３の参加者にはご案内済み）を読むと、ダイナミックスピーカを設計

する上の技術的なネタはこれ以外ない様に思える。等価回路解析もきちんと行われており、

近年のティールスモールパラメータを使う設計方法(TS 方式)でなくても、スピーカは作れ

ると思う。逆に TS 方式は扱う定数が多く、そんなに必要かとも思う？  

M さん： 

NHKに納入したモニタースピーカを開発した時、中島さんの論文を参考にし、設計に役立っ

た。1956 年に公表されたこの論文以降、スピーカの設計についての新たな発見はない様に

思える。 

一方、当時から RCA、タンノイ、アルテックなど同軸方式で優れたスピーカがあったが、NHK

では同軸スピーカにこだわらなかった理由はなんだったのか興味ある。 

C さん： 

同軸スピーカは高音がウーファコーンのくぼみの中から聞こえる。ツイータ周辺の大きな

コーン振動板から低域が出るので高い音が変調される。それが嫌われることがある。ただし、

同軸スピーカは一か所から音が出るので、音源として考えると良い方式と思う。 

事務局：モニタースピーカの変遷は佐伯さんの資料（スピーカ技術の 100 年 IV 誠文堂新

光社 2022年）に詳しく書かれているのでご参照ください。 

Ｍさん： 

２S305の後継機 AS3001 は大入力に対応するために設計方針が変わり、振動板に新素材が用

いられた。さらにその後継機 FOSTEX の RSN2 はハイパボリックコーンでピークディップを

抑えた。 中島さんはウーファ高域の特性平坦化にコルゲーションコーンで対応した。方法

は異なるが目的はウーファのハイエンド特性をなめらかにすることで、同じ。 
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SC5のウーファ特性 

コルゲーションコーンによりなめらかなハイエンドを形成している。 

 

 

FOSTEXの HPコーン（第４６回 NHラボセミナー モニタースピーカ （JION宮下氏）より

抜粋）  

特種な振動板形状で高域特性がなめらか。 

 

M さん 

SC5開発時の NHKでの比較データを見ると、市販の 2 つのスピーカの特性は、1KH以下の指

向性が暴れている。これではミキサーが移動すると音が変わるので、モニタースピーカとし

てはこの特性はまずいと思う。 
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W さん 

放送局用モニタースピーカはパワード方式が主流になってきている。スピーカそのものの

特性もさることながら、デジタル技術がスピーカ総合特性制御で支配的になってきている。 

M さん： 

スピーカアンプは一体で設計した方が良い。コスト的にも安くでき、商品として売りやすい。

流れとしてはパワードスピーカの方向にある。 

 

一筆書きの特性 

C さん； 

スピーカを設計していたころ、音を聴きながら、実際の図にはしなかったが、頭の中では音

圧特性を描いていたことはある。スピーカ音のエネルギーの強弱をつかんで軸上の音圧変

化としてとらえた。頭で描いた特性を実測特性と比べると、ピーク部分は似ていたが、ディ

ップの特性は分からなかった。高域特性は部屋の環境に依存する。指向性の強いスピーカの

音はエネルギーが不足しているように聞こえることが多い。これを頭の中で特性として表

現することは難しかった。 

周波数特性を予想する場合、周波数を判断するネタ（リファレンス？）を自分で持っている

ことが必要。自分は口笛の音を基準にした。口笛で約１KHｚと約２ＫＨｚの 2 つの音を出

すことができたので、これらとその倍音を使って(想像して)数キロヘルツまでの音をつかむ

ことができた。  
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M さん： 

オーディオ屋(ファン)はスピーカ特性のグラフを参照することはよくあるが、音を聴いて周

波数帯域を判断することは上手くできないことが多い。そのためには周波数と音の関連を

日頃訓練する必要がある。 

レコーディングエンジニアは仕事で GＥＱをよく使っており、音とその周波数の関係を把

握できる (訓練されている)。しかし、単に(音楽や音声音源を)オーディオ的に聞いていると、

その音を周波数としてとらえるのは難しい。 

中島さんたちが NHK 技研で行った、スピーカの音を聴いてその特性を予想し一筆書きで

表すことは実際には難しい。 

聴感を訓練する方法として、聴能訓練法がある。（例 日本音響エンジニアリング 真耳） 

しかし、オーディオを仕事とする場合、音の周波数は測定すれば分かることなので、耳で周

波数自体を認識できること自体はあまり必要ない。 

 

コーンの材料 特性の山谷のコントロール 

（事務局：前述の論文には振動板の寸法や重量の記述はりますが、材料素材に関しての情報

はありません。 コーン紙に関しては JASジャーナル 1979年 1月号 pp25-45に著名なメー

カの諸先輩の詳しい解説があります。 

また。佐伯氏の本にはコーン紙材料や日本のコーン紙メーカの歴史が書かれています。） 

U さん： 

コーン紙、ホーレの７DF、を研究したことがある。  

パルプが重要 KP や SP は薬剤の違いを表す。 KP は固い音、SP 柔らかい音だった。７

DF は SP が主。 

振動板材料としてカーボン繊維、カーボン複合材料 無機材料、ウイスカー、 バイオセル

ロース、発泡体などを扱ったことがある。 

材料の物性を評価する場合、内部損失(tanδ)と剛性／密度 が用いられ、下図のようにそ

れらを X 軸、Y 軸で表した時に、振動板材料としては 45 度の方向にあるものが良いとされ

ている。しかし、最近の振動板材料はその考えからはずれてきているものもある。 

K さん 

40 年前にカーボンファイバーを紙パルプと混抄してコーン紙を作ったことがあるが、硬い

音だった。７DF タイプは柔らかい音で、それを狙って作ってきたが、難しかった。 

15 年前 PP の成型振動板に挑み、最終的に型でコーンとエッジも一体成型した。 

成型コーンの損失が最終的な音に大きく影響した。 

スピーカユニットを開発する上で、PＰ振動板だけでなく、ボビン材にカプトン、ボイスコ

イルにエッジワイズコイルなども研究・開発し、どの部品も手を抜けなかった。 

カーステレオ用 30ｃｍサブウーファに PP コーンを採用して、ユニットとして 5~60 万本

作ったことがある。 

https://www.noe.co.jp/technology/15/15soft1.html
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M さん：  

スピーカメーカは、振動板材料を選択する上で、新素材にこだわるメーカと材料の新規性よ

り出てくる音を最優先するメーカの 2 つに分かれる。 

ヨーロッパの数社は、新規材料ではない PP を使ったコーンやソフトドーム振動板を使って

高い評価を得ている。一方、B&W などは素材の物性に非常にこだわり、より優れた物性が

得られる新素材を追究し、その結果素晴らしい測定データを得ている。ただし、音に関して

は好みが分かれる。 

U さん： 

振動板材料を開発する時、スピーカ設計者や企画担当者の言葉を理解するところから始め

た。インジェクションでコーン振動板を開発した時、同じ素材でも最終的な着色の違いで音

が違うと言われ苦労したことがある。ルックスもスピーカにとって大事なことを経験した。 

K さん 

ソフトドーム方式のスピーカが市場に出た時、振動板の剛性は高くないため、ラジオ技術な

どで「ソフトドームハイファイか？ 」と問われたことがあったが、結果として受け入れら

れ、いまだに製品に使われている。 

I さん：  

ナノファイバーは？ 

M さん：  

既に過去バイオセルロースでナノファイバーが使われた。 

U さん：  

バイオセルロース振動板はソニーと味の素が開発し、最初は高級ヘッドホンＲ１０に採用

された。（発売価格 36 万円） 

セルロース繊維が長く、同じセルロースベースの紙とは違う構造をしている。 

M さん：  

木材パルプを細かく砕いてバイオセルロースのサイズに近づける方法もあるが、バイオセ

ルロースに比べ繊維長が短かすぎ、紙としての強度がだいぶ違う。 

I さん：  

材質を変えた時のデータ評価を客観的評価できるのか？ 

U さん：  

材料物性はノウハウの世界。紙コーンでは製造方法、材料選択などで微妙なコントロールが

できる。紙の振動板が業界で長く使われている理由と思う。 

M さん：  

Ｂ＆Ｗのダイアモンド振動板はヤング率が高く他の振動板材料と特性の比較は容易。 

一方、入力パワーを変化させた時の周波数特性を調べると、ソフトドーム振動板は入力のリ

ミッタ的に働く。歪率は高くなるが音が比例して出ないので音としてうるさくない。対して

硬い振動板のスピーカの場合、パワーを入れても音がしっかりして（ひずまない？)、好ま
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れる。概して、材料の特性の細かいところは周波数特性に出にくい。 

 

ブラインドテスト 

M さん；  

音の評価としてはブラインドですべき。 

自分としては目的によっては見ながらの方が良い場合がある 

C さん：  

開発の途中で細かい違いを聴くときは見えていた方が良かった。音の全体をとらえて、バラ

ンスやまとまりなどのチェックにはブラインドテストが向いている。 

M さん：  

ブラインドテストでも目を閉じてはいけない。真っ暗では気分的に不安定になり不自然。 

カーテンでも音が変わる。スピーカを見ながら聴くと集中力が高まる。 

目が振動を感知しているのでは。瞼の開け閉めメガネの有無で聞こえ方が変わる 

K さん：  

TV の音決めるとき、基本的に TV の絵を見ながら音を判断する。目をつぶる時は音場を判

断する。目を開けると音そのものを判断できる。 

 

OEM ビジネス（中島さんの文章には直接関係ありませんがスピーカ開発設計に携わった参

加者の貴重なコメントです。） 

W さん：  

結局、コストと音質のバランスをどうとるか、見栄えをどうまとめるか、がＯＥＭでは特に

大事。スピーカ設計者には１ｇ２ｇの単位の素材使用量でも、素材を提供する原材料屋の立

場では 1 トン 2 トンを扱うことになり、コストも大きく左右される。音質だけを考えて材

料の判断をすることは難しい。 

OEM の仕事の経験から、お客の立場で言えばスピーカはかっこが良くないとだめだった。 

色から形も影響する。そのことを音を決めるときも加味した。目で音を聴く。 

お客は、スピーカの特性以外と同時に、音のニュアンスで要求する。 

例えばミュージシャンは「こういう音」という言い方をする。その言葉から、お客の細かい

ニュアンスや求めている音をいかに解釈するかにとても苦労した。 

＊＊＊＊＊＊＊＊ここまで 雑談会のメモ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

今回の皆さんのお話の中から、次の雑談の話題をピックアップしました。具体的に検討して、

追って皆様にご案内します。（事務局） 

・物理特性（音圧周波数特性）と聴感の関係 

・素材と物理特性の関係 

・スピーカの音質とコストの関係 あるいは スピーカの性能とコストの関係 
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・聴覚と視覚の関係 

・音と形や色との関係 

・スピーカと部屋（リスニングーム）の関係 

以上 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

参考資料 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ティールスモール（TS）パラメータ 

• TS パラメータは最初はバスレススピーカの設計プロセスで定義され、スピーカド

ライブメーカも自社のカタログに積極的にパラメータを表示し、スピーカシステム

（キャビネット）設計の参考データとして脚光を浴びた。 

• TS パラメータ自体、スピーカドライバの特性の一部とそれを組み込んだスピーカ

システムの音圧周波数特性の低域カットオフ特性インピーダンス特性を表すが、振

動板やサスペンションなどの振動挙動は表してはいない。 

• １９７１年５月、AES のジャーナルにオーストラリアの電子工学技術者 ティール

（A. N. Thiele） による Vented（バスレフ）スピーカーの特性解析の論文が掲載 さ

れた。 その内容～スピーカーの低域特性は、一般的な電子回路で使用されるハイパ

ス・フィルター で表現できるというもの。５０・６０年代の L. Beranek、B. Locanti、

J. Novak らの研究の集大成。   

• その後、共同研究者であったシドニー大学の R. H. Small がさらなる解析（密閉型

スピー カー、バスレフスピーカ、 Passive Radiator 方式）へと進展させた。 

• 同時期、同じくシドニー大学の J. E. Benson やエレクトロボイスの D. B. Keele, 

Jr などが Thiele／Small 理論に基づくスピーカーの様々な方式の 解析と設計法

を発表。これにより、スピーカーの低域特性を電子回路的にモデル化出来るように

なり、コンピュータでシミュレーション 可能となる。   

• ８０年代には Thiele/Small（ティール／スモール ）パラメー ターと命名され規格

化 

 

 

AES が業務用スピーカに対して表示を求めた１０個のパラメータ。 

小信号パラメータ  ➡ ドライバのボイスコイルインピーダンスの測定で求める 

1. 自由空間でのドライバの共振周波数  fs  （ドライバ単体の共振周波数） 

2. fs でのドライバの電磁制動のみの考慮した時の共振鋭度、QES 

3. fs でのドライバの機械抵抗分のみを考慮した時の共振鋭度、QMS 

4. ２π空間での基準効率、η₀ 

(*1) Standards and recommendation Practices AES2-1984  JAES, Vol.32 No.10 pp771-

780 (1984) 
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5. ドライバ支持系のコンプライアンスと同じ値を持つ空気の体積、VAS 

6. ボイスコイルの抵抗 RE 

7. 振動板の有効面積 SD 

大信号パラメータ  ➡ ドライバの変位測定で求める 

1. 定格電気入力 PE(max) 

2. 自由空間中 fs でドライバを駆動した時ひずみが 10%を越えない最大ピーク

変位 ｘmax 

3. 振動板の最大体積変位 VB(=SDｘmax) 

TS パラメータの意味 

1. スピーカ特性をハイパスフィルターでシミュレーションする。 

2. F0 前後の特性をパラメータでコントロールする。 

3. アンプと２次のフィルターを併用することで「より低域」を再生できる 

4. 大振幅解析でドライバの振幅をモニター（コントロール）できる。 

5. ドライバのサスペンション（コンプライアンス）に着目する。 

6. アンプ回路を併用する 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

RCA LC1A 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

FOSTEX―RSN２ 第４６回 NH ラボセミナーより抜粋（講師 ㈱JION 宮下氏 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

スピーカ技術の 100 年 IV~新素材と新技術による音質の追及 佐伯多門著 誠文堂新光社 

（表紙のみ） 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

B&W ダイアモンド振動板 Tweeter シミュレーション検討例（同社の White Paper より

抜粋） 

 

図 AI.5 は 3 つのツイーター応答（アルミニウム（赤）、ダイヤモンド（青）、無限に硬い振

動板（黒）仮想） 

 

黒線は、質量がアルミやダイアモンドと同じ

で剛性だけが無限に硬いと仮定したツイー

タの応答：無限に硬いので分割振動は発生せ

ず、ドームの寸法だけで決まる約 70kHz で

特徴的なロールオフと深いディップを示す。

これは、振動板各部と観測点を結んだ距離の

経路長のさが生み出す干渉効果による。 

20kHz 以下ではダイヤモンドツイーターは

アルミ製ツイーターより完全剛体ツイータ

ーの応答に非常に近い。10kHz では、アルミ

ニウムツイーターの応答は完全剛体ツイー

ターよりも約 0.8dB 高いのに対し、ダイヤモンドツイーターの差はわずか 0.1dB です。ま

た、20kHz では、差はアルミツイーターでは約 4.6dB に増加するが、ダイヤモンドツイー

ターでは 0.5dB 未満。完全剛体ツイーターとダイヤモンドツイーターの方が差が少なく、

これが音がよい理由との説明がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




