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 The population of mankind now is round over six billions. I was taught there were two 
billions at elementary school which means it tripled in 50 years.  It has brought many 
problems to be solved such as global heating or kinds of environmental issues.   Kyoto 
protocol is one of the answers for the global heating or kinds of global-scale environmental 
issues. But I strongly believe that the most important key to solve the problems is individual 
efforts to save energy and communication, especially by acoustics and through art and culture. 
These will enable us to achieve the true self-sufficient society. 

Children losing interest in science is considered to be a big problem recently, and 
moreover, adults call for the electrician for a slight job such as exchanging a fuse or an electric 
bulb.  Most people nowadays pay their attentions only to the price of the TV's and audio 
equipments and give no attention on the people and the philosophy behind the production of 
these products.  

It is very important, for adults or children, to watch with their own eyes, to touch with 
their own fingers, and to think with their own heads about the imminent nature and the many 
tools that are around them.  And shouldn't this be the best road to take to regain our power in 
technology in our own hands?  

We have kept good relations between users and manufacturers in audio field until 
recently. How about today?  The history tells you that it needs a much bigger energy to 
rebuild the culture that has once collapsed. However, it is not too late, I believe, to regain 
audio culture in our hands. 

 
 

 人とほかの動物との違いは、一つは道具を

使うこと、もう一つは言葉、それも音声や音

楽など音を使ってコミュニケーションを行う

点である。わずか 50 年の間に３倍にもなった

60 億を越す人間が、地球に共存していく鍵は

コミュニケーション特に音によるコミュニケ

ーション,芸術･文化と省エネルギー自給自足

社会の実現ではないか。 

  最近子供たちの理科離れが問題になってい

るが、子供に限らず大人も、以前は自ら行っ

たヒューズや電球の交換、水道のこまの修理

などちょっとした作業も、今は業者に依頼し

てしまっている。テレビやオーディオ機器も

価格ばかりに着目して、どこで誰がどんな考

えで作ったなど考えもしないで既製品を購入

しているのではないか。 

 子供も大人も身近な自然や身の回りの道具

を自らの目でよく見て、自らの頭でよく考え、

自らの手で触れることが、科学技術をわれわ

れの手に取り戻す道ではないか。 

 オーディオの世界はごく最近まで専門メー

カーとマニアが互いに刺激しあい、素晴しい

文化、平和に貢献する世界を構築し、維持し

てきていた。一度崩壊した文化を再構築する

には何倍ものエネルギーを要することは歴史

が教えてくれている。まだ可能性の残ってい

る今こそ、オーディオ文化をわれわれ個々の

手に取り戻そうではないか。 
 
Speaker’s History: 

Yoshio Yamasaki  has received the Doctor of Engineering from Waseda University in 1983. 
He is currently professor of Graduate School of Global Information and Telecommunication 
Studies Waseda University and the president of acoustical society of  Japan.  
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目指すは
• ほんもの

• The simpler the better
• 省エネルギ小規模自給自足（フローシステム）

• 多様性 文明間の対話多様な価値観の共存

• コミュニケーション(音･空間）

• 縦波

省エネルギーは最大のエネルギー源

• 移動にはエネルギー不要

• 分離にはエネルギー必要

• 成型･加工にはエネルギー不要

• 水力発電 85％、火力発電 40％
• ガソリンエンジンは高々 35％
• 白熱電球 ２％、蛍光灯 12％、ＬＥＤ 35％
• 小型スピーカ １％、アンプ 10％
• ヒートポンプは100%以上？

1トン当たり生産に必要な化石資源

炭素に換算

• 鉄：600kg
• 紙：３００kg
• セメント：100kg

• ガラス：200kg

• プラスチック：2トン

• 音を見る

• 音で見る

• 高能率電気音響変換機

• 音響ＣＴ

正弦波　4000Hz 正弦波　4000Hz（球面波）
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電気音響変換器の効率を
太陽電池並に（１％未満→数十％）

• 1bitスイッチングアンプ＋超伝導スピーカ

• 1bitスイッチングアンプ＋コンデンサスピーカ

超伝導スピーカと1ビットアンプ

• 誘導型エッジ・ダンパレス超伝導スピーカ

• 振動体はピン止め効果で空中に浮かせることにより
エッジとダンパを無くし，液体窒素温度（77K＝－
196℃）で超伝導となる新日本製鐵(株)が開発したY
－Ba－Cu－O希土類系酸化物単結晶超伝導バル
ク材QMGを内径25.6mm，外径29.6mm，高さ3.0mm
のリング状に整形して１ターンボイスコイルにより２
次側ボイスコイルの電気抵抗を０に

• 中音域で１Wの電気入力に対し１ｍの位置で110dB
の音圧、これは同じ大きさの通常のコーン型スピー
カを20dB、10倍以上上回る高効率

• 理論的に損失のない1ビットアンプ

振動板

超伝導体

駆動用コイル

マグネット

磁気回路

誘導形

１６ｃｍ　ALリング誘導形スピーカ　音圧周波数特性

10

30

50

70

90

110

10 100 1000 10000 100000

Frequency (Hz)

SP
L
 
(d

B
)

ALリング　常温 ALリング　常温　Imp.
Imp.

1Ω

2
4

8

16

20ｃｍ　超伝導スピーカ　音圧周波数特性　（40cmバッフル）
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１bit＋コンデンサ スピーカ

• 平面スピーカによる均一で明瞭な拡声

• 小規模自給自足システムの提案

• 外部エネルギーを必要としないコミュニケー
ションシステム

• ソースダイレクト 口から耳へ

• 振動版の無いマイクロホン・スピーカ

• 究極の無線伝送 口紅マイクロホン？

コンデンサスピーカの等価回路

Zm

ZaC

Zm：機械インピーダンス Za：音響インピーダンス

1:K S:1

Y
0

Y
0
：電源内部アドミッタンス

K：力係数　S：振動板面積　

C：電極間静電容量

ボイスコイルの直流抵抗
成分が無く，超伝導状態
のダイナミックスピーカと
等価　

スイッチングアンプ駆動コンデンサスピーカ

電極

電極

振動板スイッチング
アンプ

コンデンサスピーカ

倍圧整流回路（240倍）

4.5 kV
5 MΩ

アンプ出力を倍圧整流してバイアス電圧を得る

トランスとコンデンサスピーカがフィルタの役割をする

フレキシブルスピーカ

3μフィルム振動板＋エステルウール

表面電極用材料は穴あきフレキシブルシート0.6m×1 m

フレキシブルコンデンサスピーカ コミュニケーションエイド（HATA)

直径420mm、長さ200mm、厚さ2mmのシリコン製

•千葉と梶山は日本語母音発声時の声道を
観察し，声道の狭めによって母音が変化す
ることを実証（1942年）

•共鳴部の過渡的
な形状変化に注
目し，声の出せる
道具




