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1．まえがき

　広く使われているコーン型ダイナミックスピー
カは、磁石やコーンの材料には様々な工夫や改良
が加えられてきたものの，その基本構造は1925年
にライス（C.E.Rice）とケロッグ（E.W.Kellog）の
発表した原型と3/4世紀以上たった今も変わって
いない。確かにコーン型ダイナミックスピーカは
優れた電気音響変換器であり，日本だけでも大小
5億個以上稼動している。しかし，駆動用増幅器を
含めた電気音響変換効率は0.1％以下であり，実
に99.9％以上，日本全体で火力発電所の発電機2
機以上に匹敵するエネルギーを無駄使いをしてい
ることになる。
　(社)日本オーディオ協会に設置された次世代音
響器研究委員会では1999年 4月以来2003年 3月
までの4年間にわたり，変換効率の電気モータせ
めて太陽電池程度への向上など，スピーカの課題
の克服を目指して活動を続けて来た。2001年3月
筑波大学で開かれた日本音響学会春季研究発表会
においてフローティングマグネット型超伝導ス
ピーカについて発表すると共に，同時に開催され
た音響教育の展示に参加して，デモンストレー
ションを実施した。[1]
　また，2001年10月に東京ビッグサイトで開かれ
たオーディオエキスポではコーン型のエッジ・ダ
ンパレス電磁誘導型スピーカを発表，公開した
[2]。本稿ではこのエッジ・ダンパレス超伝導ス
ピーカについて解説する。

2．スピーカの抱える課題

　コーン型ダイナミックスピーカ構造を図-1に示
す。コーン型ダイナミックスピーカにはボイス
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コイル電気抵抗，振動板であるコーンを支える
エッジとダンパの機械抵抗が存在し，与えられた
電気エネルギーの大部分はこれらの抵抗により無
駄に消費されている。
　真空管時代に数％あったスピーカの電気音響変
換効率は，大出力の得易いトランジスタの登場や
スピーカの小型化に伴い，現在は1％以下になっ
てしまっている。更にこれを駆動する増幅器の効
率も半導体の登場により向上はしたもののせいぜ
い10％程度であり，増幅器を含めた変換効率は実
に0.1％以下という低い値になっているのが現状
である。
　コーン型ダイナミックスピーカの電気音響変換
効率を上げるにはこれらの抵抗の低減，磁気回路
の強化，振動板の大型化，駆動方式の改善などが
求められる。また，エッジやダンパは歪発生の原
因となり，特にエッジは常に動いているので劣化
や破壊が生じてスピーカの寿命を短くする要因と
もなっている。
　増幅器については本稿では詳しくは降れないが
スイッチング型や1ビットディジタル電力増幅器
の導入により効率を80％程度まで改善することが
可能である。

3．超伝導の不思議な性質

　超伝導には1)電気抵抗がゼロになり，永久電流
が流れる完全電気伝導性， 2)磁場と反発する完全
反磁性（マイナス効果），3)磁場をトラップして
（ピン止め効果）磁気浮上する磁束量子化，4)電
圧0でも電流の流れるジョセフソン効果などの不
思議な性質があり，超高速・朝低電力消費タイプ
の電子素子（SFQ素子など）や超高感度磁気・電
磁波センサ（SQUID，ジョセフソン素子）などに
近年広く使われるようになってきた。
　超伝導現象は絶対零度に近い液体ヘリウム温度
（4K＝－269℃）あるいはそれ以下の極低音で水
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図-1　コーン型ダイナミックスピーカの構造

図-2　誘導型超伝導スピーカの構造

銀やニオブなどある種の金属や合金で起こる特殊
な現象として据えられていたが，1987 年 IBM の
チューリッヒ研究所のべドノルツとミュラーが銅
酸化物超伝導体による臨界温度の飛躍的上昇の可
能性の発表と，それに続く北澤宏一ら日本の研究
者による追試や研究により，超伝導はにわかに安
価な液体窒素温度（77K＝－196℃）で実現でき
る身近な存在になった。

4．超伝導スピーカ

　コーン型ダイナミックスピーカに超伝導材料を
導入することにより，強力な磁気回路の実現，ボ
イスコイルの電気抵抗除去による高効率化，ピン
止め浮上によるエッジ・ダンパの除去などが期待
できる。特にスイッチングアンプと組み合わせた
大幅な省エネルギー化が期待できる。
　試作したエッジ・ダンパレス誘導型超伝導ス
ピーカの構造を図-2に示す。ボイスコイルへの直
接給電の必要のない誘導型とすることにより振動
部分を独立させ，エッジとダンパを無くし，振動
体はピン止め効果により空中に浮かせて使用す
る。超伝導になるまでの間は簡単な治具により仮
止めしておき，冷却後に取り去る方法をとってい
る。制動は機械抵抗では行わず，もっぱら電磁制
動に頼る構造となっている。
　超伝導体には液体窒素温度で超伝導特性が維持

可能で，磁場中でも臨界電流密度低下が比較的少
ないという特長を持っている新日本製鐵 ㈱が開発
したY－Ba－ Cu－ O希土類系酸化物単結晶超伝
導バルク財ＱＭＣを内径25.6mm，外径29.6mm，高
さ3.0mmのリング状に加工して1ターンボイスコ
イルとし使用した。加工後にリング試料全体に均
一磁場をかけて試料に磁束を捕捉させて，試料直
上の捕捉磁場分布を測定することによって周方向
に超伝導結合していることを確認した。
　1次側コイルも超伝導線材で巻くことも検討し
たが，試作時点で強磁場中で超伝導を維持可能で
かつ小口径コイルに巻くことが可能な材料で入手
できなかったことと，1次側は固定コイルである
から十分な銅の体積を確保できるうえ，現段階で
は駆動増幅器やケーブルも超伝導にすることはで
きないので，銅線を使用することとした。1次側
コイルの材質は銅で線形は0.15mm，巻数は外側
40，内側52，電気抵抗は常温で約4Ω，液体窒素
で冷却時に約1Ωにまで低下する。
　結合係数を実測したところ周波数により若干変
化し内側のみの場合0.6から0.75の間，1次コイ
ルを内，外側を用いた場合は約0.85であった。
　磁気回路にはネオジウム（Nd－Fe－B）磁石を
用い，ギャップ部の磁束密度は常温で約0.8T得
られた。

5．超伝導スピーカの特性

　図-3に常温と超伝導状態での誘導型スピーカ
の等価回路を示す。ここでスピーカの定数を，
　　1次コイル抵抗
　　1次コイルインダクタンス
　　2次コイルインダクタンス
　　結合係数
　　共振周波数
　　共振鋭度
　　振動系質量
　　力係数
　　振動板半径
として，駆動電圧を2.5V，測定距離1mで無限大
バップルに取り付けた状態での1次と2次コイル
の結合係数と出力音圧レベルの関係を図-4，1次
コイルの抵抗値と出力音圧レベルの関係を図-5
に示す。なお，結合係数は周波数で変化しないも
のと仮定した。
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図-4　結合係数による特性変化

図-5　１次コイル抵抗値による特性変化

図-6　超伝導誘導型スピーカの伝送特性

図-7 アルミボイスコイル誘導型スピーカの伝送特性(常温)

　等価回路から分かるように1次コイルも超伝導
で，1次と2次の結合係数が1であると電気入力が
すべて負荷に加わるので，出力音圧レベルは図-5

に示すように，従来の動電型スピーカに比較して
大幅に上昇し，振動板の条件にかかわらず周波数
に比例して上昇するはずである。
　図-6は今回試作した超伝導体スピーカの電気
入力1Wに対する1mの点での出力音圧レベルと電
気インピーダンスの周波数特性である。図-7は2
次側ボイスコイルをアルミの1ターンとしたとき
の電気入力1Wに対する1mの点での出力音圧レベ
ルの周波数特性である。
　1次側の駆動コイルが銅線で結合係数も1でな
いので6dB/octの上昇は観測されていないが，中
音域で1Wの電気入力に対し1mの位置で110dBの
音圧レベルが得られている。これは同じ大きさの
通常のコーン型スピーカを20dB以上上回る高効
率である。

6．む　す　び

　冒頭でも触れたが，広く使われている小型コー
ン型ダイナミックスピーカの電気エネルギーから
音響エネルギーの変換効率は驚くほど低く，高々
1％程度である。今回試作したエッジ･ダンパレス
超伝導スピーカの変換効率は厳密な測定は難しい

常温における誘導型スピーカの等価回路

図-3　超伝導状態での等価回路
：１次コイル直流抵抗
：１次コイルの巻数
：２次コイル（1ターン）直流抵抗
：結合係数
：電気回路に変換した振動系コンプライアンス
：電気回路に変換した振動系質量
：電気回路に変換した機械抵抗
：電気系に変換した放射インピーダンス
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図-8　磁気回路と１次コイル

図-9　コーン紙と２次コイル（超伝導リング）

図-10　コーンをスペーサを使って仮固定

図-11　液体窒素を注ぐ

図-12　動作状態のエッジ・ダンパレス超伝導スピーカ

が，アクリルのバッフル板を使用した状態で中音
域では10パーセント程度に達している。
　試作した2個の超伝導スピーカを増幅器を介さ
ず接続すると，電源も増幅器も使わずハウリング
を起こすことなく十分大きな音で拡声通話が実現
できる。常伝導のダイナミックスピーカでも変換
効率の分だけ音は小さいが通話は可能であり，高
効率の超伝導スピーカでは当然のことではあるが
目の当たりにすると感動を覚える。
　いかに液体窒素が簡単な冷却気で空気を冷却し
て得られ，購入しても安価で比較的安全であり環
境に対しても負荷が軽いとはいえ，実用という点
では多くの課題がある。省エネルギーを目指した
大音量PAなど用途によっては現段階でも十分実用
になる領域に達していると言えるかもしれない。
　音響冷却などの導入による液体窒素を必要とし
ない構造も検討しているが，変換効率という観点

からは，むしろ原理的に超伝導状態のダイナミック
スピーカと同じ動作をしているコンデンサスピーカ
や圧電スピーカ，あるいは形式の異なる気流ス
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ピーカなどに可能性があるのではないか。
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