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1.1.1.1.1.　概要　概要　概要　概要　概要

　詳細がわからない、または完成していない機器のビームワイズやQを算出する場合、ポーラデータを見

るのが一般的です。理論的なビームワイズは、ポーラデータをノーマライズする方法やカバーエリアの内側

と外側の例外的な特性の判定にかかっています。Qは一般的に軸上のあるポイントをリファレンスにした結果

であり、指向特性に左右されます。しかしサウンド超過量の、そして時に問題となる意図したエリア外への

音声放射を知る上で有用だということは、あまり知られていません。

　カバー角内での指向性の広さ、特性のなめらかさ、そしてカバー角外に放射されるエネルギー量は、い

ずれも音質や特定の用途に対するスピーカーの適合性を見る上で重要です。そして限界を克服する機器や

システムの指向性を客観的に評価して比較する、よりよい方法が必要とされています。その方法について以

降に述べます。

2.2.2.2.2.　　　　　はははははじじじじじめめめめめににににに

　EAWなどスピーカーメーカーの技術者は、理想のスピーカーシステムを設計するために努力しています。

具体的には何を意味するのでしょうか。通常はあるリスニングエリア全体に均一な指向特性を提供できるシ

ステムを作ることです。つまり多くの場合、リスニングエリア外に放射される再生音が極端に少ない、とい

うことが重要なのです。もちろん可能な限り広い周波数帯域で実現されていなければなりません。

　リスニングエリア内では、拡散方向に偏りがあってはなりません。すべてのリスナーに同等で高音質なサ

ウンドを聞かせなければならないのです。カバー角外ではスピーカーの再生音が放射されていない状態が

理想的です。カバー角外への放射はリスニングエリアからの反射を強め、再生音の遅延やくし形フィルター

による音質劣化につながります。またパワーの浪費にもなります。

　複数のスピーカーでアレイを構成している場合、システム全体のリスニングエリア内で継ぎ目のないカバー

エリアを実現することが要求されます。どうにかしてロブや相互干渉を回避しながら個々のスピーカー出力

を組み合わせなければなりません。これが実現できるのは、カバー角内で平坦な特性を持ちカバー角か

らはずれると極端に出力が低下するという、想像上のスピーカーだけでしょう。このスピーカーなら互いに

正しい角度で配置するだけで、継ぎ目のない指向性を作り出すことができます。

　こうした特性はまた、指向角度のエッジで公称レベルからちょうど6dB低下するような出力を持つスピー

カーでも達成することができます。この状態であれば隣り合った2本のスピーカーが合算され、2本の間で

継ぎ目のない特性を提供するでしょう。複数のスピーカーで出力を構成する場合、特性がロールオフする

角度はあらゆるカバー角で完全に合算されていなければなりません。

　残念ながら、実在するスピーカーシステムはその域に達していません。それでは意図する用途に対し実

際の機器やシステムの指向性を判定、比較するには、どうすればいいのでしょうか。

3.3.3.3.3.　　　　　ビビビビビーーーーームムムムムワワワワワイイイイイズズズズズ(((((カカカカカバババババーーーーー角角角角角)))))

　デイビスはカバー角を下記のように定義しています。「ある放射平面で指定されたカバー角は、音圧が

(軸上の読みを基準にして)-6dBである2点と、音源の中心で作られる角度である」※1。理想的な、もしく
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は完成度の高いシステムでは計算も簡単です。こうした機器の特性が図1で

す。これはある円形ウェーブガイドの3.15kHz、1/3オクターブでのポーラプ

ロットです。

　しかし、スピーカーシステムの特性が-6dBより急な角度で低下しても、そ

の後でレベルが上がり、それから最終的に下がったらどうなるのでしょうか。

前述したカバー角の定義によれば、両脇に発生するロブはカバー角の外側だ

ということになります。ビームワイズからそのスピーカーをある用途に選択した

場合、面倒な結果を招くことにもなりかねません。それがカバーエリアの境

界線付近で使われる場合、相当量の反射が発生して予期せぬ音質劣化の原

因になります。図2は一般的なスモールクラブ用PAスピーカーを4本アレイ

にしたときの垂直面でのポーラプロットで、2.5kHz、1/3オクターブでのもの

です。この問題が露呈していることがわかります。

　別の問題を考えてみましょう。 ある周波数で軸上にディップができてしま

う、または最高出力が軸上に発生しないシステムを使うと発生するものです。

これはある「定指向性」ホーンがある周波数で引き起こす一般的なトラブル

です。 図 3 では 60 度ホーンが 8kHz で発生する問題を表しています。 この

ケースでは、軸上音圧を参照してカバー角を見出そうとしたため誤った結論

を引き出しています。 理論的なカバー角は実際よりもかなり広くなることで

しょう。

　意図するリスニングエリア全体に均一な指向性を提供するため、エリア外に

放射する出力を最小限にすることと、 アレイを構成しやすいことを考えます

が、そのために最適なアプローチとは何でしょうか。

　あるカバー角を持つスピーカーの仕様を判定する場合、たいていカバー角

以外の部分が問題になります。カバー角が広すぎるスピーカーでは境界での

反射音が強くなりすぎるか、他のスピーカーとの相互干渉が生まれます。こ

のため両脇に耐え難いほどのロブが発生します。 このケースで理論的なカ

バー角を補正するには「リファレンスレベル」に対して-6dB以下になった最

後の角度を探さなければなりません。図4は、図2でご紹介したスピーカー

の2.5kHzでの理論的なビームワイズですが、違いは明らかです。図5は、

計算上最初に-6dBになったポイントと最後に-6dBになったポイントのビーム

ワイズ曲線で、その差は相当なものです。

　カバー角内で特性のディップが6dB以上になると、カバーエリアでの特性

はもはや理想的であるとは言えません。それでもおそらくカバー角外への放

射が相当量であるよりも、カバー角内の一部にディップがある方がまだ良い

でしょう。出力がエリア外にあふれれば、カバー角内でも広い部分で出力を

妥協しなければならないからです。

　それでも理論的なカバー角は、ノーマライズの方法やリファレンスレベルの

選び方にかかってきます。軸上のディップによる誤差を補正するには、最大

出力が現れる角度を見つけること、そしてその角度でのレベルをリファレンス

に す る こ と で

す。 図 6 では

EAW社の60度

ホーンを 8kHz

で 見 て い ま す

が、 最大出力

が得られる角

度でノーマライ

ズ さ れ て い ま

図 1

図 2
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図 4

図 5 図 6
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す。 このホーンを、 軸上 0 度と最大出力で

ノーマライズしたビームワイズカーブが図 7

です。 ここでのカバー角は、 最大レベルか

ら -6dB 以下にならない外側部分までの角度

を含んでいることになります。

　これで結果を修正しますが、最大レベルを

リファレンスにすることは少し独断的です。私

たちが -6dB ポイントを探しているのは、 カ

バーエリア全体のレベルを尊重するためで

あって、特定ポイントでのレベルを尊重する

ためではないのです。

　もちろん、ノーマライズされたポーラ特性は

スピーカーにかけるイコライゼーションカーブと

等しくなります。スピーカー本来のカバー角を

周波数で表すには、 適切なカーブのイコライ

ザーをかけなければなりません。 ここで重要

なことは、ポーラデータを 3 次元で論じるとき

垂直と水平のポーラで、そしてその間に存在す

るあらゆる角度で同様にノーマライズし、同じ

カーブのイコライザーをかけなければならない、ということです。

　リスニングエリア全体の特性を可能な限りなめらかにするには、そのエリア

全体へのシステムの出力特性をなめらかにすることです。 このイコライザー

カーブをかけるには、各周波数ポーラをカバー角全体の軸上0dBで平均出

力をとってノーマライズすることになります。 それからそのレベルに対して -

6dBになる角度を探し出すことができるのです。

　ここで問題が発生します。まだ決まっていないカバー角全体での出力特性

を算出することはできないのです。そこで私たちは反復作業を行います。ま

ず最大出力になる角度をノーマライズし、ここで最初のカバー角を計算しま

す。 それからその角度内の出力をノーマラ

イズできるようになるので、 指向角度を行

きつ戻りつしながら計算し続けます。そのま

ま誤差がわずかになるまで繰り返します。

図8、9、10のポーラはこの方法でノーマラ

イズする作業途中の例です。図11は60度

ホーンのカバー角で、最大出力でノーマラ

イズした理論的なビームバンドワイズと、カ

バー角内で軸上 0dB 平均出力をノーマライ

ズしたときの差を表しています。 一般的に

出力をノーマライズする方がビームワイズは

広くなりますが、 これはほとんどのスピー

カーが軸上で最も音圧が高くなるためで

す。

　この時点でカバー角の中に6dB以上もの

ディップがありますが、 カバー角全体での

特性を安定させるためにはどうしたら良いで

しょう。評価指数はカバー角全体でのRMS

エラーで適切に算出できますし、特性プロッ

トは周波数で生成されます。 この 0dB 平均

図 7

図 9図 8

図 10

図 11

図 12
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出力のエラーカーブをノーマライズして図12のように表して比較します。ここでは先ほどの3つの例を使っ

ています。

4.4.4.4.4.　指向係数　指向係数　指向係数　指向係数　指向係数(Q)(Q)(Q)(Q)(Q)

　カバー角の算出やカバー角内の出力の平滑

化に成功したら、カバー角外に放射される出力

量を確定してみましょう。

　New Audio Cyclopedia によると 「音を放射

するために使用する変換器の指向係数(Q)は、

一定の距離をおいた特定の方向における音圧

の二乗と、同じ距離で全方向における音圧の

二乗の平均である」 と定義されています。

　実際にスピーカーを測定するとき、この定

義は誤った解答を導き出す場合があります。

スピーカーの指向方向における中心軸が最大

出力を提供する角度でない限り、理論的なQ

が正確に求められないのです。カバー角のと

きに述べた通り、軸上にディップがあれば問

題にぶつかります。軸上の数カ所を測定して

平均することで補正する方法もありますが、

ディップの幅や奥行きによってはデータを修

正できないこともあります。図13はあるホー

ンの 8kHz の理論的な Q ですが、 中心軸に

ディップがある場合と除去した場合のデータ

を比較しています。 図 14 では 2 つの場合の

Q カーブを比較しています。

　測定ポイントの 1 つとして放射方向の中心

をとる理由はありません。 私たちが知りたい

のは、カバー角を超えたにしても特定の角度

でスピーカーが有効に機能しているか、エリ

ア外への放射が可能な限り少なくなっている

か、 ということです。 この考え方に基づいて

2本のスピーカーを比較するには、カバー角

内への放射量、 そしてカバー角外への放射

量をそれぞれ算出することです。指向特性と

は別の結果が出ればさらに有用でしょう。出

てきた数値は、どのような機器でも指向角度

外に対して同じ角度でロールオフすることを意

味しているのです。

　まず Q の定義を 「一定の距離をおいた特

定の方向におけるカバー角全体の平均になる

音圧の二乗を平均したものと、同じ距離で全

方向における音圧の二乗の平均である」 と

変更することから始めましょう。 この方がス

ピーカーの指向性をよく表しており、 軸上に

発生する問題点を解決してくれます。図15、

16、17 では周波数で Q を、ここで定義した

図 14

図 15

図 16

図 13

図 17
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新しい Q(グラフ上 Q(beam)と表記)と比較して

います。それぞれ60度ホーン、80度ウェーブ

ガイド、 スピーカー 4 本でのアレイのもので

す。

　それでも結果は、相変わらずカバー角によっ

て決まります。これを矯正するため、理想的な

製品の結果を見てみましょう。その製品の理論

的なQ(beam)を理想的な値で割り、百分率を

掛けると予想通りの数値が出てきます。ただし

デイビスが評価指数として提案しているこの数

値では、従来の定義による Q を使っています。

　この作業をするには、理想的な機器が何であるかを定義しなければなりません。ここで目的にかなうの

は、カバー角全体で完全に平坦な特性を持ち、隣り合う機器同士で適切に組み合わされてカバー角外には

出力を放射しないものです。図 18 では作業の結果を 3 つの例で示しています。

5.5.5.5.5.　結論　結論　結論　結論　結論

　慣例的な指向係数やカバー角の定義を使うと、理想的ではない機器のQやビームワイズを計算するとき

に誤った結果を導き出す可能性があります。カバー角内のどこでも特性を一貫させておくこと、そして他の

エリアに出力を放射しないことを目的とするならば、誤差をなくしてより正確なカバー角や指向性を表すため

に、 新しく指向性評価指数を再定義してもいいでしょう。 カバー角内における指向性の水準を判断するた

め、あるいはビームワイズが異なる製品同士のカバー角外への放射量を比較するために、 新しい評価指数

を使うこともできるのです。
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