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1 まえがき

我々は,音響再生の電気音響変換効率の向上をめざ

し, 振動板と電極の間に絶縁材を挟み振動板に張力を

かけない構造 [1, 2], また成極電圧を要しない自己帯

電方式の静電型スピーカ [3]を提案してきた。これら

のスピーカは,電極に柔軟な材料を選ぶことで, 自由

に形を変えられるフレキシブルスピーカとして製作

することも可能である。しかし,依然として高い駆動

電圧を要求し, 動電型スピーカのように低い電圧で駆

動することはできない。

そこで,成極電圧をかけるスピーカの動作原理に立

ち返り,振動板上の電荷量が変換効率を決めることに

注目し, 能率を改善する方法を検討した。

2 静電型スピーカの能率の要因分析

プッシュプル型静電型スピーカの構造は図―１のと

おりである (信号昇圧用トランスは巻線比 1:50を使

用した)。導電性をもつ振動板に成極電圧をかけて電

荷を分布させ,二枚の電極間に発生した電場により振

動板上の電荷を運動させる。振動板面積を S m2,電

極と振動板と間の距離を g m,成極電位を V0 V, 入力

信号電圧を e V,絶縁層の誘電率を ϵ F/m,電極の電気

的充填率を aとすると, 振動板に働く駆動力 f N は

f ∼ ϵaSV0

g2
e =

CV0

g
e (1)

として表される。さらに CV0とは振動板上の電荷量

Qなので, f = Qe/g となる。電極の電気的充填率 a

は従来あまり考慮されてこなかったが, キャパシタと

しての実効面積を下げる要因となる。

振動板上の電荷にかかるクーロン力は,振動板の質

量と空気負荷質量を駆動する。平面円形振動板を考

えたとき,振動板半径を r,空気密度を ρa とすると放

射リアクタンスから計算される空気負荷質量は 3
8ρar

3

となり, 例えば半径 10 cmの平面振動板では 4.6 gで

ある。その一方で, 10 µmオーダーのフィルム振動板

の同面積の質量は 0.5 g程度である。よって電荷が駆

動しているのは大部分空気質量であり,振動板の質量

はほとんど音圧に関係しない。

すなわち,既存のフィルム振動板の軽量化を試みて

も音圧上昇には寄与せず, 同一の空気負荷質量に対し

ていかに振動板上の電荷量を高めるかがスピーカと

しての能率を決定する。

∗High efficiency electrostatic loudspeaker from the viewpoint of charge density on diaphragm. By Shogo
IDA, Yasuhiro OIKAWA and Yoshio YAMASAKI (Waseda University ).

図―１ プッシュプル型静電型スピーカの構造

表―１ スピーカ設計条件, 音圧測定条件

電極,振動板寸法 A4 (30 cm x 20 cm)

電極―電極間距離 2 mm

緩衝材 1 mm厚 PET樹脂不織布

振動板 アルミ蒸着 20 µ m厚 PETフィルム

成極電圧 1400 V

入力信号 4 kHz 正弦波 100 Vrms

測定距離 スピーカ正面 50 cm

3 試作スピーカ

試作したスピーカの設計条件,測定条件を表―１に

示す。本稿では特記しない限り実験条件は同一とす

る。張力をかけない静電型スピーカの音圧周波数特

性は, f0 共振の Qがきわめて低いので振動板の放射

インピーダンスを直接反映して周波数の一次に比例

した特性となる。よって今回は試験周波数を 4kHzに

設定し,測定系の S/Nが十分得られるようにした。

また,成極電圧を上げすぎると放電によりアルミ蒸

着面が損傷し, 振動板の面内で断線して電極―振動板

間の静電容量が下がって振動板上の電荷量も低下す

る。今回試作したスピーカの設計条件で安定動作す

る限界電圧を調査し, 成極電圧は 1.4 kVとした。

以上の条件で試作したスピーカの音圧を実測したと

ころ, 78 dBSPLであった。この値を基準音圧とする。

4 スピーカの能率改善

4.1 電極の電気的充填率

一般に電極として使われる有孔板の幾何学的充填

率は 80 %以下になることが多い。電極面積の一部が

キャパシタの極板として機能しないならば,それだけ

振動板上の電荷量は小さくなり,音圧が低下する。試

作スピーカ (電極の幾何学的充填率 60 %)と電極をア

ルミ板 (全面導通板)にしたものの電極-電極間の静電

容量を実測したところ, 表―２の通りアルミ有孔板は

全面導通状態に対して 30 %の静電容量低下が見られ

た。電気的充填率と幾何学的充填率は一致しないが,

アルミ有孔板は電極面積の 30 %は電極として機能し
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ないことになる。しかし,アルミ板などで電極を全面

導通させると音圧が下がる。

そこで,導電繊維を織物にした立体的電極構造を想

定し,図―２に示すFRP材料の目付 140 g/m2のカー

ボンファイバー平織クロスを使用したところ, 表―２

に示す通り音響透過性を保ったままほとんど全面導

通させることができた。さらに,カーボンファイバー

は柔軟かつ強靭なので割れが発生せず,フレキシブル

スピーカとして運用した場合の耐久性を高めること

もできる。

表―２ 電極―電極間の静電容量比較

アルミ有孔板 230 pF

アルミ板 (全面導通) 300 pF

カーボンファイバー電極 297 pF

図―２ カーボンファイバー電極

4.2 電極と振動板の絶縁性

成極電圧をかけると,空気の絶縁破壊による放電が

起こらない電圧でも緩衝材を伝い微小な放電が起こ

る。PET繊維などの緩衝材は本来絶縁材であるが,水

分が付着すると絶縁性が下がりリーク電流が発生し,

放電音 (ノイズ)が発生して実効的な成極電圧が低下

する。そこで,振動板の両面を 20 µm 厚のテフロン

フィルムで覆うと,放電音の減少が確認できた。テフ

ロンフィルムにより絶縁性が高まったので,成極電圧

を上げて安定動作する電圧を調べたところ,2.7 kVま

で引き上げても安定動作した。この状態での音圧出

力を実測すると,表―３の通り成極電圧上昇の効果に

より 6.5dBの音圧上昇が得られた。

4.3 振動板の 2層化

振動板を前後 2層にすると,スピーカ前後の空気を

片面ずつ駆動するので,1層の振動板に対して 2倍の

電荷量で両面の空気を駆動できる。2枚の振動板を前

後に並べた場合,振動板間の空気は常に振動板と同相

で振動して圧力変化せず,振動板質量に対する追加質

量となる。単純にスピーカを前後に二組並べた製品は

存在するが, より少ない部材追加で振動板二層化を実

現する構造を考案した。図―３にその構造を示す。外

側の 2枚の電極に同一信号を入力し,内側の電極に逆

相信号を入力する。2層の振動板にかける成極電圧の

表―３ 成極電圧変更による音圧比較

成極電圧 1400 V 78 dBSPL

テフロン絶縁, 成極電圧 2700 V 84.5 dBSPL

図―３ 振動板２層・電極 3層構造

表―４ 振動板 1層と 2層の音圧比較

振動板 1層 78 dBSPL

振動板 2層条件 1 78 dBSPL

振動板 2層条件 2 83 dBSPL

向きを逆にすれば,２枚の振動板は同相で振動する。

本構造は,スピーカを 2組並べるよりも振動板間の空

気質量を少なくできる。今回 2層の振動板間の距離

は 4 mmなので, 30 cm x 20 cmの面積における空気

質量は 0.3 gであり, 追加質量はスピーカ前後面の負

荷空気質量と比較して小さく音圧減退効果は小さい。

試作したスピーカに電極と振動板を一枚ずつ追加

して本構造のスピーカを作成した。1400 Vの成極電

圧を 2系統用意し, 1400 Vを片方の振動板のみにか

けた場合 (振動板 2層条件 1)と両方の振動板に逆向

きにかけた場合 (振動板 2層条件 2)を比較した。そ

の結果,表―４に示すように振動系質量の増加による

音圧低下は見られず,振動板 2層化による音圧の上昇

が確認できた。

5 むすび
振動板上の電荷量という観点から, スピーカの高能

率化を検討した。音圧を減退させる原因として板状

の有孔電極は実効面積が低く電荷量が下がること,電

極と振動板の間で発生するリーク電流はスピーカが

安定動作する成極電圧を低下させることを確認し,立

体的電極とテフロンフィルムによる絶縁が対策とし

て有効であることを示した。また,最低限の追加構造

で振動板を二層化する方法を考案し,能率を改善する

方法を示した。今後は一層絶縁性を高めて成極電圧

を高める方法を検討し,さらに能率を改善していく所

存である。
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