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1 まえがき

スピーカの電気音響変換効率を高めるべく

誘導型超伝導スピーカ[1]，原理的に変換効率

の高い静電型スピーカを 1bit アンプと組み

合わせたシステムなどについて報告してきた。

また，ごく薄い振動板を導電性の柔軟な素材

の固定電極とダンパを兼ねた絶縁性の薄い布

や綿状の素材で挟んだ構造のフレキシブル静

電型スピーカを提案した[2-4]。このスピーカ

は広い周波数範囲にわたり分割振動のないピ

ストン運動，柔軟性があり形を変えることが

可能，構造が簡単で安価などの特徴を有する。

しかし静電型スピーカの原理上，振動膜に高

電圧を印加する必要があり，これによる振動

膜への塵埃の付着や安全性，耐久性など課題

もあった。

早稲田大学では振動膜の動きをも利用した

摩擦電気による成極に着目し，安定した動作

が可能な振動板と絶縁体の材料とその組み合

わせを模索，検討してきた。

この度振動膜に PET フィルムをベースに，

ZrO2 薄膜と絶縁高分子薄膜からなる複合薄

膜を緩衝材には目付が 40 g/m2 のポリプロピ

レン，ポリエステルおよびナイロン製の不織

布を用いることにより好結果が得られた。本

稿ではその構造と音響特性について，素材に

ついては別項で報告する。

2 静電型スピーカ

2.1 フレキシブル静電型スピーカ

図－１に静電型スピーカの一般的な構造を

示す。振動板に働く力 f [N]は，振動板面積 S

[m2]，振動板と電極間の距離 g [m]，バイアス

電圧 E [V]，入力信号 e [V]，緩衝材の誘電率

ε [F/m]とすると

f 
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g2 e 
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g
e (1)

となる。C は静電容量である。一般に間隙 g

は数 mm，成極電圧 E は 3000 から 10000V，

駆動には 1:200〜1:500 の昇圧用トランスを

用いる。振動板面積を大きくし，振動板と電

極の距離を狭くすれば，信号昇圧用トランス

を介さずに直接駆動することも可能である。

図－２に 2003 年に試作したフレキシブル

静電型スピーカの外観を示す[5]。

図－１ 静電型スピーカの一般的な構造

図－２ フレキシブル静電型スピーカ(2003)

2.2 自己帯電型静電スピーカ

静電型スピーカの成極電圧 E はあくまでも

成極用であり電流は必要とせず，一般に安全

上の理由から高抵抗数 M []を介して供給

されている。緩衝材が適切で空気が乾燥して

いる条件では成極電圧の供給を行わなくとも

1〜2 週間は十分動作することさえある。実際，

山崎が 2006 年フランスに滞在中はこの構造

の静電型スピーカに成極電圧を与えることな

く，下方数十 cm に空気清浄用の小型コロナ

放電器を配置しただけで，半年間正常に動作
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し続けていた。

我々は幼少時から静電気の存在を特に冬場

には思い知らされて来ている。また摩擦静電

気の存在はよく知られている。そこでスピー

カは僅かとはいえ振動膜が動くのであるから，

適当な振動膜と緩衝材を選択すれば図－３に

示す様な自己帯電型静電スピーカが実現でき

るものと，様々な材料を検討して来た。

この度 NBC メッシュテック社により開発

された PET フィルムをベースに ZrO2 薄膜と

絶縁高分子からなる複合薄膜を振動膜とし，

緩衝材には目付が 40 g/m2のポリプロピレン，

ポリエステル及びナイロン製の不織布を用い

ることにより好結果が得られた。

図－３ 自己帯電型静電スピーカ

図－４ 自己帯電型静電試作スピーカ

図－５ 自己帯電型静電試作スピーカ
の周波数特性

3 自己帯電型静電スピーカの音響特性

前記の振動膜(1.4 m)を用い，ダンパをか

ねた絶縁にナイロン製の厚さ 200 m の不織

布を，固定極に SUS 製メッシュを使用した

40cm×90cm の試作スピーカの外観を図－４

に，図－５にその音響特性を示す。スピーカ

としての静電容量は 1.07 nF であった。

4 むすび

本稿では自己帯電型静電スピーカの構造と

音響特性について報告した。静電型スピーカ

の課題である高電圧印加と耐塵埃性を改善す

る新たな自己帯電型スピーカに有用な振動膜

を，PET フィルムをベースに ZrO2薄膜と絶縁

高分子薄膜からなる複合薄膜を形成すること

で開発した。この振動膜は防塵性を有し，且

つ自己帯電性に優れた特性を有することが示

され，また自己帯電型スピーカとして機能す

ることも実証した。成極用の高電圧供給を要

さず安全で，ほぼ理想的なピストン運動をす

る。各種の実験用音源や，学校などの大空間

や家庭などの実用的な分野に，省エネルギー

の観点からもこの構造のスピーカの導入を検

討したい。
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