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リオンＵＣ－２９専用音圧計測アンプの試作

２０１９年０９月０８日

河野俊彦

１、はじめに

リオンの高周波数帯域測定マイクロフォンＵＣ－２９用の音圧計測アンプの試作を行ったので

報告する。

事の始まりは、昨年の秋口に表題のリオンＵＣ－２９コンデンサーマイクロフォンをオークション

で落札入手した事からである。入手した物はマイクロフォンユニット本体ＵＣ－２９、１／４インチ、

１／２インチ変換アダプタＵＡ－１２、マイクロフォンプリアンプＮＨ－０５Ａ及び、１０ｍ延長ケーブ

ルＥＣ－０４Ｂである。

此処まで揃うと、後は音圧計測アンプを手に入れるだけである。当初、レンタルバック品を当た

って見たが、中古でも非常に高価でおいそれと手が出る代物では無い事が判った。

次にオークションで調べて見ても矢張り特殊な用途である為か過去の出品例を見ても殆ど無

い様で当然ながら出品中の物は見当たら無かった。

結局の処、オークション頼みでは何時入手出来るもか分からないので、自分で作る事にした次

第である。

２、音圧計測アンプの設計

２－１）、ＵＣ－２９、ＵＡ－１２、ＮＨ０５Ａの仕様

《ＦＩＧ１》にＵＣ－２９、ＵＡ－１２、ＮＨ０５Ａのカタログ

スペックを示す。

此より、マイクとプリアンプ、１／４－１／２インチ変

換器を総合した感度は－４７．５ｄＢ（ｒｅ１Ｖ／Ｐａ）であ

る事が判る。

１Ｖ／Ｐａは９４ｄＢ（ＳＰＬ）に相当するので、このマイ

クロフォンシステムは、９４ｄＢ（ＳＰＬ）、注１）の音圧を

受けた時に－４７．５ｄＢＶ（４．２２ｍＶ）の出力電圧を

発生する事になる。

次に測定周波数範囲ＦｗはＦｗ：１０Ｈｚ～１００ＫＨｚである。

マイクロフォンの成極バイアス電圧＋Ｖｂは＋Ｖｂ＝＋２００Ｖである。

後、表には無いがプリアンプの供給電圧は±１２Ｖ～±３５Ｖである。

（注１）音響計測では音圧の実効値を２０μＰａを基準に０ｄＢＳＰＬと規定するので

で表される。ｄＢＳＰＬ＝２０ｌｏｇ（Ｐ／Ｐ ） （Ｐ ＝２０μＰａ）０ ０

従って、１Ｐａ＝２０ｌｏｇ（１／２０μ）＝９４ｄＢ（ＳＰＬ）である。

《ＦＩＧ１》中の、Ａ特性とは聴感補正Ａの事でＩＥＣ－Ａｎｅｔと表示される。

本稿ではＡｎｅｔと表記する。
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２－２）、音圧計測アンプに要求される仕様

①、音圧計測アンプの利得

◎音圧計測アンプの利得Ａｍを、Ａｍ＝４１．５ｄＢ（Ｆ＝１ＫＨｚ）とする。

計測アンプの利得は最終的にはマイク添付の個別校正表の値で修正する必要がある。）（

計測用マイクロフォンＵＣ－２９に１Ｐａ（＝９４ｄＢ（ＳＰＬ））の音圧が加えられた時、表示計器の

指示が－６ｄＢＶになる様に音圧計測アンプの利得を決めると市販の電圧計で表示を代用する

事が出来る。即ち、２Ｐａ＝１００ｄＢ（ＳＰＬ）は電圧計の指示が０ｄＢＶとなり、０ｄＢＶ（＝１Ｖフルス

ケール、Ｆｓ）の電圧計は１００ｄＢ（ＳＰＬ）フルスケール（Ｆｓ）の音圧計として代用出来る。

電圧計は感度を１０ｄＢステップで切り替える事が出来るので、＋１０ｄＢＶ＝１１０ｄＢＳＰＬ、

０ｄＢＶ＝１００ｄＢＳＰＬ、－１０ｄＢＶ＝９０ｄＢＳＰＬの様に簡易音圧計として使用出来る。

《ＦＩＧ１》よりＵＣ－２９は１Ｐａの音圧を加えられると、ＵＡ－１２、ＮＨ０５Ａの挿入損失を加えて

Ｖｓ＝－４７．５ｄＢＶの信号電圧を発生するので、計測アンプは此のＶｓを－６ｄＢＶまで増幅して

やれば良い事になる。従って、アンプの利得はＡｍ＝４１．５ｄＢとなる。

②、周波数特性

◎周波数特性Ｆｗ＝１０Ｈｚ～１００ＫＨｚ：Ａｍ＝４１．５ｄＢ±０．３ｄＢ以内とする。

Ｆｃ＝４００ｋＨｚでＡｍ＝－３ｄＢ（Ｆ＞５００ｋＨｚでは急撃に減衰させる事）

《ＦＩＧ１》よりマイクロフォンＵＣ－２９の測定周波数範囲がＦｗ＝１０Ｈｚ～１００ｋＨｚであるので

此に影響を及ぼさない様に、Ｆｗの範囲で計測アンプの周波数特性偏差を±０．３ｄＢ以内に納

めれば良い。唯、Ｆ≧５００ｋＨｚではＡＭラジオの電波妨害を受けない様に減衰させる必要があ

るので、Ｆｃ＝３００ｋＨｚの３次バターワースLPFをを目標に周波数特性の設計をする事にした。

③、残留ノイズ特性

◎計測用アンプの残留ノイズＶｎ≦－６０ｄＢＶ（Ａｎｅｔ） とする。

入力換算値Ｖｎ（ｉｎ）≦－１０２ｄＢＶ（Ａｎｅｔ）、（－２ｄＢ（ＳＰＬ、Ａ）＝１．６μＰａ）

《ＦＩＧ１》より計測用マイクロフォンＵＣ－２９のＡ特性自己雑音レベルはＶｎ＝４２ｄＢ（ＳＰＬ）で

あるので計測アンプの残留ノイズは此より－２０ｄＢ位低ければ十分実用になるが、他のもっとノ

イズの少ないマイクロフォンを使用する場合を考えて、ＵＣ－３１のＶｎ＝２６ｄＢ（Ａ）、暗騒音測定

用のＵＣ－２７のＶｎ＝１２ｄＢ（Ａ）、等の自己雑音レベルを考慮して上記の様な残留ノイズ仕様と

した。

④、最大出力電圧特性

◎最大出力電圧Ｖｏｍａｘ≧７．０Ｖ（＋１６．９ｄＢＶ＝１１６．９ｄＢ（ＳＰＬ）とする。

計測アンプはリオンのＵＣ－２９マイクロフォン使用時に１００ｄＢ（ＳＰＬ）の音圧でアンプを受け

た時にアンプの出力が０ｄＢＶになる様に利得を設定してある。
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⑤、最大入力音圧

◎＋１３６．９ｄＢ（ＳＰＬ）：入力に２０ｄＢの減衰器挿入

＋１２６．９ｄＢ（ＳＰＬ）：入力に１０ｄＢ減衰器挿入

＋１１６．９ｄＢ（ＳＰＬ）：入力に減衰器無し（直結）

マイクロフォンＵＣ－２９の最大入力音圧レベルは１６４ｄＢ（ＳＰＬ）となっているのでもっと大き

い音圧を受ける事も出来るが実用上＋１３６．９ｄＢ（ＳＰＬ）で十分であると考えた。

⑥、偏極（バイアス）電圧

◎偏極（バイアス）電圧：＋ＤＣ２００Ｖ±０．５Ｖとする。

リオンコンデンサマイクロフォンのバイアス電圧仕様より＋ＤＣ２００Ｖとした。

⑦、マイクロフォンプリアンプ電源

◎プリアンプ電源：±ＤＣ１２Ｖとする。

最近のリオン製音圧計測アンプのカタログで採用されている電圧をを参考に供給電圧を決め

た。マイクロフォンプリアンプの後続の計測アンプの供給電圧では本機に使用する手持ちの電源

トランスの電圧仕様からＤＣ±１５Ｖとする。電源トランスを新たに作るのであれば使用するＯＰア

ンプの電圧に合わせてもっと高い電圧（ＤＣ±２０Ｖ以上）に設定した方が良い。

⑧、内蔵フィルター

◎ＩＥＣ－Ａｎｅｔ Ｆｉｌｔｅｒ

◎Ａｕｄｉｏ Ｆｉｌｔｅｒ（Ｆｈｐ≧２０Ｈｚ，Ｆｌｐ≦２０ｋＨｚ、３’ｏｒｄ－ＢｕｔｔｅｒＷｏｒｔｈ Ｆｉｌｔｅｒ）

騒音測定用にＩＥＣ－Ａｎｅｔ（聴感補正Ａ型）、ＤｉｎーＡｕｄｉｏ Ｆｉｌｔｅｒに準じた帯域制限フィルター

（Ｆｈｐ≧２０Ｈｚ、Ｆｌｐ≦２０ｋＨｚ、３次バターワースフィルター）を搭載する事にした。

３、回路設計

《ＦＩＧ２》にブロック図を示す。

３－１）、電源回路

①、ＤＣ２００Ｖバイアス電源

使用した電源トランスは某放送局用ミキサーに使

われていた物で薄型Ｒコアの漏洩磁束が非常に少

ない仕様の物である。全世界仕向けの電源トランス

仕様でＡＣ１００Ｖ回路を２回路持っていた。１回路は

ＡＣ１００Ｖ電源入力に、残りの回路はバイアス電源

用として倍電圧両波整流してＤＣ２５５Ｖを得た。

此を定電圧安定化電源回路（ＡＶＲ）を介してバイアス電圧ＤＣ＋２００Ｖを得た。フォールドバッ

ク型の電流リミッタを搭載して、不意の短絡事故への保護対策とした。
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②、プリアンプ、増幅回路電源

ブリッジダイオードを両極センタータップ両波整流に使い±ＤＣ電源とした。この出力を三端子

安定化電源ＩＣと組み合わせて計測アンプの電源±１５Ｖ、次に±１５Ｖに三端子安定化電源ＩＣを

介してマイクロフォンプリアンプ（ＦＥＴバッファー）の電源±１２Ｖを作った。

３－２）、計測アンプの設計

《ＦＩＧ３》に計測アンプの回路図を示す。

計測アンプの入力部には－１０ｄＢ、－２０ｄＢの

減衰器が設置され必要に応じて許容入力の増加を

図る事が出来る様にした。

組み合わさるマイクロフォンＵＣ－２９の周波数特

性に影響を与えない様に、ハイゲイン、広帯域周波

数計測アンプを実現する為にＯＰアンプＮＥ５５３４の

前段にローノイズ、ハイｇｍのＦＥＴ差動アンプを追加してＦｃ＝３００ｋＨｚ、Ａ＝４２ｄＢの計測アン

プを作った。

周波数Ｆ≧３００ｋＨｚの帯域ではＡＭラジオ帯の電波の妨害を受けない様にローパスフィルタ

（ＬＰＦ）特性を持つ様に設計をした。

ＦＥＴ差動アンプとＮＥ５５３４を組み合わせるとＤＣオープンゲインはＡｏ＝１４０ｄＢ位有る事に

なる。ＮＥ５５３４は内部にフィードフォワード補償回路を持っており単体での使用時には仕上がり

ゲインがＡｎｆ≦３（≒１０ｄＢ）では動作が不安定になるので、仕様書ではＡｎｆ≧１０ｄＢ以上で使

用する様に推奨されているが、之に約４０ｄＢのゲインが有るＦＥＴ差動アンプを組み合わせてゲ

インＡ＝４２ｄＢの計測アンプに仕上げるにはＮＦＢ回路設計の腕の見せ処である。

３－３）、フィルタ回路

《ＦＩＧ４》にフィルタ回路図を示す。

フィルタ回路は聴感補正用Ａｎｅｔフィルタと帯域制

限フィルタとしてＦｗ＝２０Ｈｚ～２０ｋＨｚの３次バター

ワースフィルタを搭載した。

３－４）、出力回路

《ＦＩＧ５》に出力回路図を示す。

フィルタ出力は１ｄＢステップでゲインを増加出来

る０～２０ｄＢ正相アンプ及び０ｄＢ反転アンプを介し

て出力される。

出力端子がＢＮＣの場合は＋出力、キャノンコネ

クタの時は±バランス出力とする。
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４、機構設計

《ＦＩＧ６》に機構検討図を示す。

ケースは手持ち在庫の中から（株）タカチ電機製

作所のＯＳシリーズのアルミサッシケースを使用して

作った。

電源トランスはリーケージフラックスの少ないＲコ

アトランスを用いたが、マイクインプットから出来るだ

け距離が取れ、フラックスがプリント基板のパターン

と交差しない様に配置した。

入出力コネクタ、スイッチ類とプリント基板のコネ

クタは配線が極力短くなる様に配置した。

部品は手持ち部品を優先的に使う事で設計をし

たが、新たに部品を入手するので有ればプリント基

板に直付けした方が良い様に思う。

５、プリント基板設計

《ＦＩＧ７》にプリント基板図を示す。

プリント基板は片面１枚基板として設計する事で

配線作業を簡略化した。

試作基板が１枚だけの為、基板彫刻加工機でル

ータ加工して作る事にした。

例によって徳島県工業技術センターの設備を使

わせて貰う事にした。

基板外形寸法は１５２ｍｍｘ９８ｍｍである。

６、基板組み立て

《ＦＩＧ８》に完成基板写真を示す。

キャパシタは太陽通信、ニッセイコンデンサで共

に誤差を選別して使用した。

キャパシタの外皮が水色の物である。

抵抗類は入力の減衰器、出力アンプの１ｄＢステ

ップゲインコントローラ、ＮＦＢ抵抗が誤差１％の金属

皮膜抵抗、その他の抵抗は電力抵抗は酸化金属皮

膜抵抗、残りはＲ２５カーボン抵抗である。

プリント基板とパネルの部品の接続は日圧のＸＨコネクタを使用した。

７、出力アンプ利得可変スイッチの改造

《ＦＩＧ９》に出力アンプの利得可変スイッチのウエハー基板を示す。

東京光音（株）のＰ２５１１型スイッチ式デテントボリウム（ＶＲ）の抵抗を交

換して改造試作した物である。

２１デテントあるので１ｄＢステップとすると利得は０ｄＢ～＋２０ｄＢまで可

変出来る。
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出力アンプの帰還抵抗Ｒｆ＝２．２ｋΩとする

とデテントＶＲの各定抗値は左表《表１》のＲｋ

（Ｒ２４）に示す様な値になる。

１番目の抵抗値２４０Ωの抵抗を外付けに

して、その他の抵抗はウエハー基板上に配置

する。

利得誤差は最大＋０．１９ｄＢとなりオフセッ

トを＋０．１ｄＢとすると誤差は±０．１ｄＢ以内

で概ね良好であると云える。

此のオフセット分は全体利得の調整の時に

補正し吸収すれば良い。

８、組み立て作業

８－１）、コネクタ配線図

リオンの計測用コンデンサマイクロフォンのコネクタは

は多治見無線電機製の７ピンコネクタを使用しているの

で接続図を《ＦＩＧ１０》に示す。

コネクタの型番は図中の説明文をを参照されたい。

多治見のコネクタは直半田付け、プリント基板側は日

圧のＸＨコネクタを使用した。

マイクロフォンの偏極バイアス電圧＋３０Ｖ、＋６０Ｖは

使用しないので省略した。

８－２）、総組配線作業

組み立て完了写真を《ＦＩＧ１１》に示す。

ケースのアルミパーツに取付孔を加工

後、手製のフロントパネルを貼り付けて、

ケースを組み立てる。

フロントパネルは厚手の写真印刷用光

沢紙にプリンタで印刷しクリアコート塗装

で仕上げた。

プリント基板、電源トランスを取り付けた

後、配線はＡＣ１次ライン周り、２次トラン

ス周り、入力コネクタ、減衰器スイッチ、フ

ィルタ切り替えスイッチ、ボリウム周りの順

で作業する。

作業完了後、目視検査をして配線間違

いが無い事を確認しておく。
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９、通電チェックと調整作業

９－１）、通電チェック

先ず、目視検査を行ってプリント基板上のダイオード、ケミコン、トランジスタ、ＩＣの取付に間違

いが無いことを確認する。極性が有る部品は特に注意して検査する。

次にフューズホルダに１２５Ｖ０．５Ａのフューズを挿し、トランスの２次側ＤＣ出力にデジタル電

圧計を接続し、ＡＣ１次入力にＡＣ電圧計を接続し、電圧を絞り切ったスライダック介挿して商用

電源に接続する。

先ず、スライダックで徐々に電圧を上げて２次ＤＣ電圧の極性に異常が無い事を確認する。

問題無ければ、スライダックの電圧をＡＣ１００Ｖ迄 上げてＤＣ＋２００ＶＡＶＲの入出力電圧、３

端子レギュレータの入出力を測定して設計通りの電圧が出ている事を確認する。

《表２》に各部電圧を示す。

ＡＣ電圧の誤差は±５％以内、ＤＣ電圧の誤差

はＤＣ２００Ｖは電圧調整後±０．５Ｖ以内、３端子

レギュレータの出力電圧は±０．３Ｖ以内で有れ

ば良い。

９－２）、調整作業

①、、ＤＣ２００Ｖの電圧調整

電源の出力チェックピンにデジタルマルチメータを接続し、ＶＲ１０１半固定抵抗を可変して正

確にＤＣ２００Ｖ±０．５Ｖに合わせる。

②、計測アンプの利得、ＤＣオフセットの調整

《ＦＩＧ１２》にリオン計測マイクユニットＵＣ－２９

の校正データを示す。

マイクの感度は１Ｖ／Ｐａの音圧が掛かった時

にＶｓ＝－４７．６ｄＢである。１／４、１／２ インチ

変換ユニットＵＡ－１２、プリアンプＮＨ－０５Ａの損

失が０．５ｄＢ有るので此を加えるとマイクの感度

はＶｓ＝－４８．１ｄＢ（０ｄＢ＝１Ｖ／１ｐａ）となる。

１Ｐａ＝９４ｄＢ（ＳＰＬ）で有るので、指示計器の表示を１Ｖ＝１００ｄＢ（ＳＰＬ）＝０ｄＢＶに設定す

れば９４ｄＢ（ＳＰＬ）はＶ＝－６．０ｄＢＶとなるので、計測アンプの利得Ａ＝４２．１ｄＢとなる。

計測アンプの入力コネクタ（多治見）のＢ（Ｇｎｄ））端子、Ｃ（Ｓｉｇ）端子に発振器からＦ＝１ｋＨｚ、

Ｖｉ＝－４８．１ｄＢＶの正弦波信号を入力し、ＯＰアンプＮＥ５５３４の出力にＡＣ電圧計を接続して

Ｖｏ＝－６．０ｄＢＶの電圧が得られる様に計測アンプ部の利得調整用半固定抵抗ＶＲ１０３を調

整する。

次に同じ出力ポイントにデジタルマルチメータを接続し、ＦＥＴ差動アンプのカソードのＶＲ１０２

を調整してＤＣオフセット電圧を±２０ｍＶ以内に調整する。

③、フィルター出力電圧の調整

入力は②と同じ条件で、出力のＢＮＣ端子にＡＣ電圧計を接続し、フロントパネルのレベルＶＲは

ＣＣＷ側に廻し切って置き、フィルター切り替えスイッチを切替えて、ＦＬａｔ、Ａｎｅｔ、Ｄｉｎの出力が

同じレベル（－６ｄＢＶ）になる様にＶＲ１０４、ＶＲ１０５、ＶＲ１０６を調整する。調整が終われば切

り替えスイッチをＦｌａｔポジションににしておく。
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④、入力減衰器の調整

入力減衰器スイッチを０ｄＢのポジションにして周波数ｆ＝１ｋＨｚ、１００ｋＨｚ、２００ｋＨｚ、３００ｋ

Ｈｚでの出力レベルを測定し此を基準レベル（０ｄＢＲｅｆ）とする。

次に、減衰器スイッチ１０ｄＢ、２０ｄＢポジションで同様の測定を行い、各周波数での減衰量の

偏差を測定して周波数特性が出来るだけフラットになる様に、入力減衰器受け側抵抗（Ｒ１２４）

に小容量キャパシタ（ＦＥコン）をパラ付けしてカットアンドトライで調整する。

１０、測定データ

１０－１）、基本特性

ａ）、消費電力 Ｐｃ＝４．５Ｗ、（ＡＣ１０２．９Ｖ、Φ＝６０Ｈｚ）

ｂ）、利得 Ａ＝４２．０ｄＢ～６２．０ｄＢ（Ｆ＝１ｋＨｚ）

ｃ）、残留ノイズ Ｖｎｆ＝－６５．２ｄＢＶ（Ａ＝４２．０ｄＢ）（Ｆｌａｔ）

Ｖｎａ＝－７４．４ｄＢＶ（Ａ＝４２．０ｄＢ）（Ａ－ｎｅｔ））

ｄ）、入力換算ノイズ Ｖｎｆ＝－１０７．２ｄＢＶ（Ａ＝４２．０ｄＢ）（Ｆｌａｔ）

Ｖｎｆ＝－１１６．４ｄＢＶ（Ａ＝４２．０ｄＢ）（Ａ－ｎｅｔ）

１０－２）、周波数特性（Ｆｉｌｔｅｒ：Ｆｌａｔ）

ａ）、１（ＡＴＴ＝０ｄＢ、出力アンプＡ＝０ｄＢ、フィルター：Ｆｌａｔ）の周波数特性

《ＦＩＧ１３》に１の周波数特性を示す。

グラフから分かる様に周波数Ｆ＝１ｋＨｚの時の利得

はＡ＝４２．０ｄＢである。

次に高域周波数はＦ＝１００ｋＨｚでの周波数偏差は

Ｄｉｆ ＝－０．２ｄＢでありマイクロフォンの測定結果に影

響を与える事は無い良好な値と考えられる。

ｂ）、１－Ａ（ＡＴＴ＝０ｄＢ、出力アンプＡ＝０ｄＢ、フィルター：Ｆｌａｔ）の広帯域周波数特性

《ＦＩＧ１４》に１の広帯域周波数特性を示す。

周波数Ｆ＝１ｋＨｚの利得はＡ＝４２．０ｄＢである。

高域周波数でのカットオフ周波数はＦｃ＝３５０ｋＨｚ

であり十分な特性である。

低域周波数特性のカットオフ周波数もＦｃ＝５Ｈｚで十

分な特性である。

）、２（ＡＴＴ＝１０ｄＢ、出力アンプＡ＝０ｄＢ、フィルター：Ｆｌａｔ）の広帯域周波数特性ｃ

《ＦＩＧ１５》に２の広帯域周波数特性を示す。

周波数Ｆ＝１ｋＨｚの利得はＡ＝３１．９ｄＢである。

Ｆ＝２５０ＫＨｚに＋０．８ｄＢのピークがあるが、それ

以上の周波数で充分減衰しているので問題無いとし

た。亦、Ｆ＝１００ＫＨｚでＤｉｆ＝－０．３５ｄＢであるので

問題無しとした。
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）、３（ＡＴＴ＝－２０ｄＢ、出力アンプＡ＝０ｄＢ、フィルター：Ｆｌａｔ）の広帯域周波数特性ｄ

《ＦＩＧ１６》に２の広帯域周波数特性を示す。

周波数Ｆ＝１ｋＨｚの利得はＡ＝２２．０ｄＢである。

Ｆ＝３００ＫＨｚに＋１．５ｄＢのピークがあるが、それ

以上の周波数で充分減衰しているので問題無いとし

た。亦、Ｆ＝１００ＫＨｚでＤｉｆ＝－０．２ｄＢであるので問

題無しとした。

）、４（ＡＴＴ＝０ｄＢ、出力アンプＡ＝２０ｄＢ、フィルター：Ｆｌａｔ）の広帯域周波数特性ｅ

《ＦＩＧ１７》に１の広帯域周波数特性を示す。

周波数Ｆ＝１ｋＨｚの利得はＡ＝６２．０ｄＢである。

高域周波数でのカットオフ周波数はＦｃ＝１８０ｋＨｚで

あり十分な特性である。

亦、Ｆ＝１００ＫＨｚでＤｉｆ＝－０．３ｄＢで問題は無い。

１０－３）、フィルタ－の周波数特性

《ＦＩＧ１８》に聴感補正用フィルタ－の周波数特性を

示す。

Ｃｙａｎ：Ｆｌａｔ、

Ｙｅｌｌｏｗ：（Ａｎｅｔ）聴感Ａ補正、

Ｇｒｅｅｎ：ＢａｎｄＰａｓｓ（Ｆｃｈ＝２０ｋＨｚ、Ｆｃ ｌ＝２０Ｈｚ）

特性を示す。ＢａｎｄＰａｓｓはハイパス（ＨＰＦ）、ローパ

スフィルター（ＬＰＦ）共に３次バターワースフィルターで

構成した。Ａｎｅｔフィルタ、ＢａｎｄＰａｓｓ共、偏差が少なく良好な特性である。

１１、計測アンプ、ＵＣ－２９コンデンサーマイクロフォン外観写真

《ＦＩＧ１９》に完成した

計測アンプのフロントパ

ネル外観写真を示す。

外形寸法：ＷｘＤｘＨ：

２６０ｘ２３０ｘ４９（ｍｍ）

《ＦＩＧ２０》にＵＣ－２９

コンデンサーマイクロフ

ォンの外観を示す。

ユニットはプリアンプ

ＮＨ－０５Ａ、口径変換

ユニットＵＡ－１２、マイクロフォン本体ＵＣ－２９より構成される。マイクユニットＵＣ－２９はマイク

口径がΦ１／４インチである。



- 10 -

１２、測定使用例

今回、試作した計測アンプとリオンＵＣ－２９コンデンサーマイクロフォンを使って手持ちのスピ

ーカシステムの周波数特性を測定した実施例を示す。

測定の準備として、先ず、ホワイトノイズとＦＦＴを使用して周波数特性を観測し、オーディオシ

ステムに介挿した１０バンドパラメトリックイコライザ（ＰＥＱ）を操作して、音楽試聴位置でのスピ

ーカの周波数特性が出来るだけフラットになる様に調整をする。

次に、タイムストレッチパルスを用いてスピーカのインパルス応答を求め、此からＦＦＴで周波

数特性を分析する。尚、ＴＳＰ（タイムストレッチパルス）の同期加算回数はＡｖｅ．＝１６である。

①、測定に使用した機材

◎、測定マイク ：リオンＵＣ－２９＋ＵＡ－１２＋ＮＨ－０５Ａ

◎、計測アンプ ：今回の試作品（本機）

◎、ＦＦＴ測定システム ：ラップトップパソコン＋ＥＭＵ１６１６Ｍ（ＡＤＣ）＋ＦＦＴソフトウエア

◎、ＦＦＴソフトウエア ：ＲＡ（吉正電子（株）、WaveSpectra+Waveｇenｅ(efu)

②、被測定オーディオシステム

◎、プリアンプ ：ＳＣＡ２０００（ TRF A.E.）

◎、パワーアンプ ：６ＧＢ８（ＵＬ）ＰＰＳＴＡ（Ｎｙａｎｂｏ．ｃｏｍ）

◎、パラメトリックＥＱ ：ＭＰＥＱ－９０１０Ａ（１０ＢａｎｄパラメトリックＥＱ、TRF A.E.）

◎、スピーカシステム ：Ｔａｎｎｏｙ ＧＲＦ－Ｎ（ＨＷ）＋Ｆｏｓｔｅｘ Ｔ－９０Ａ（with Network）

１２－１）、Ｌｃｈスピーカ（マイク位置：高さＨ＝９０ｃｍ、距離Ｌ＝１．０ｍ）

《ＦＩＧ２１》に測定結果を示す。

スピーカの音圧はリオンの騒音計ＮＬ－０６

を使ってホワイトノイズで９４ｄＢ（ＳＰＬ）に合わ

せた。測定系の内、ＥＭＵ１６１６Ｍがレベル校

正されていないので相対値で周波数特性グラ

フを観測している。ＡＤＣのＦｓ＝９６ｋＨｚの為、

測定帯域幅はｆ＝２０Ｈｚ～４８ｋＨｚ迄である。

１２－２）Ｒｃｈスピーカ（マイク位置：高さＨ＝９０ｃｍ、距離Ｌ＝１．０ｍ）

《ＦＩＧ２２》に測定結果を示す。

測定条件は《ＦＩＧ２１》と同じである。

ＬｃｈとＲｃｈでは部屋の反射条件が違うので

ディップの出る周波数に差が有るが概略似た

傾向の特性が得られた。

音圧設定はTannoy GRF-Ｎ（HW）の軸上距

離１．０ｍで騒音計ＮＬ－０６（Anet）を用いで

行った。アンプの出力はＰｏ≒１．０Ｗである。

Tannoy ＧＲＦ－Ｍ（ＨＷ）単体では周波数特性はＦ≦１８ｋＨｚ位までしか伸びていないので、其

れより高い周波数ではFostex Ｔ９０Ａを追加した効果であると思われる。Fostex Ｔ９０Ａはメーカ

ーの取扱説明書によると周波数特性は３５ｋＨｚ（－１０ｄＢdown）であるので概ね良好な特性が

測定出来たと考えている。
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TannoyとFostexのクロスオーバー周波数は

Ｆｃ＝１８ｋＨｚとしてTannoy側はローパスフィル

タ無しの垂れ流しである。Fostex側はユニット

の２次ハイパスフィルタとレベル合わせの為に

９ｄＢのアッテネータを入れている。

この様な設定にするとTannoy単体で使用す

る事も出来、スーパーツイータ有無での効果

の評価が簡単に出来るからである。

《ＦＩＧ２３》にFostex Ｔ９０Ａの仕様書、周波

数特性図を示す。

１２－３）、ＳＴスピーカ（マイク位置：高さＨ＝９０ｃｍ、距離Ｌ＝２．８ｍ、ＳＰ間距離Ｌｓｐ＝２．４ｍ）

《ＦＩＧ２４》に普段の試聴位置での測定結果

を示す。

ＳＴスピーカの音圧はリスニングポイントで

測定して凡そ８６ｄＢ（ＳＰＬ）となった。

音圧設定、測定条件は前の２項と同じであ

る。定性的に見てスピーカからの距離が凡そ

３倍弱であるが部屋の反射があるので音圧は

８ｄＢ位しか減衰していない。低い周波数では

２個のスピーカから発せられた音波の干渉で暴れが大きくなって畝っているのが観測される。高

域周波数では空気中での減衰の為、周波数特性の落ちが大きいのが見て取れる。

１３、測定に関する考察

《ＦＩＧ１》のカタログスペックによると計測コンデンサマイクロフォンＵＣ－２９のＡ特性自己雑音

レベルはＶｎｉ＝４２ｄＢ（ＳＰＬ、Ａｎｅｔ）である。手持ちのＵＣ－２９を計測アンプに接続してアンプ

出力での残留ノイズを実測してみると、Ｖｏ＝－５７ｄＢＶ（Ａｎｅｔ）であった。

Ｖｏ＝－５７ｄＢＶを入力換算値に変換し、ＳＰＬ表示にするとＶｉ＝４３ｄＢ（ＳＰＬ、Ａｎｅｔ）となるの

でカタログスペック（公称値）と比べて１ｄＢ程悪い値であるが、校正データによるとマイクの感度

が－０．５ｄＢ低いので、カタログスペック（公称値）との差は０．５ｄＢ（５％）となり、概ね妥当な数

値であると考えている。

因みに比較の為にリオンの普通騒音計ＮＬ－０６を用いて同一条件で暗騒音を測定してみると

Ｖｎ＝２２．０ｄＢ（ＳＰＬ、Ａｎｅｔ）であったので、手持ちのリオンマイクロフォンＵＣ－２９の実測雑音

値（Ａｎｅｔ）は部屋の暗騒音の影響を受けていないと思われる。

次に、ＦＦＴ測定時の低域周波数での暗騒音レベルを評価、検討をした。

低域周波数での暗騒音の影響が出るのはＦ≦２５０ＨｚであるのでCDPlayerからをホワイトノイ

ズを再生し測定レベルを設定、此のＦＦＴ結果（Ｓ）と無信号時のＦＦＴ結果（Ｎ）を比較してＳ／Ｎ

の確認をした。CDPlayerはSony CDP-R3、FFTAnalizerはAP Sys2522Aを使用した。

測定レベルの設定には、ホワイトノイズをアンプで増幅してスピーカから再生し、此をリオンの

騒音計ＮＬ－０６（Ａｎｅｔ）で測定してレベルを９４ｄＢ（ＳＰＬ）に設定した。



- 12 -

ホワイトノイズをＡｎｅｔ補正の騒音計で測定

して再生レベルを設定するとＡｎｅｔで帯域制限

された分だけレベルが下がるので之を補正す

ると＋２．３ｄＢだけ大きくなり、補正後の音圧

は９６．３ｄＢ（ＳＰＬ）となる。

次に《ＦＩＧ２５》にホワイトノイズ再生時と無

信号（暗騒音）時のＦＦＴグラフを示す。

Ｙｅｌｌｏｗがホワイトノイズ（Ｓ）、Ｃｙａｎが暗騒

音（Ｎ）のスペクトラムを示す。

Ｆｓ＝９６ｋＨｚ、ＦＦＴのＢＩＮ＝３２７６８ポイントに設定してあるので、ＦＦＴ表示帯域では半分とな

りＦｗ＝４８ｋＨｚ、ＢＩＮ＝１６３８４ポイントとなる。

此処でＣＤから再生されるホワイトノイズの帯域は《ＦＩＧ２５》から分かる様に、Ｆｗ≒２０ｋＨｚで

あるのでＢＩＮ数は帯域制限されてＢＩＮ＝６８２７となる。

出力電圧Ｖｏ＝√（ＢＩＮ）ＸＶｃ｜ＢＩＮ｜であるので、Ｙｅｌｌｏｗグラフから読み取ってホワイトノイ

ズの各ＢＩＮの平均電圧をＶｃ｜ＢＩＮ｜≒－４１．０ｄＢＶ≒８．９ｍＶとして、√（ＢＩＮ）≒８２．６とす

ればホワイトノイズの各コンポーネントの総和（∑）はＶｏ≒０．７４Ｖと計算される。

一方、計測アンプの出力電圧はＶｏ≒０．６６Ｖであったので、ＦＦＴの結果から計算した値と比

べて約１ｄＢ程低い値が出ているが、音響工学的には概ね合っていると考えて良いと思う。

従って、Ｙｅｌｌｏｗのホワイトノイズ（Ｓ）グラフは定量的に信頼出来るデータであると考える。

次に、暗騒音のグラフでは商用電源の高調波と見られるスペクトラムが観測される。計測アン

プのアッテネータを操作するとノイズのレベルは表示通りに変化するのでアッテネータより前の段

階で発生している様子である。

考えられるノイズの発生源は電源周波数の奇数倍のスペクトラムである事からリスニングルー

ム内にある交流電源機器のトランスの唸りをマイクが拾っている可能性が大きい様に思える。

後、可能性としては少ないがマイクロフォンのバイアス電源の残留リップル、マイクプリアンプ

への供給±１２Ｖ電源ノイズが考えられる。

この件に附いては今後、検討し改善する必要のある課題と考えている。

此のグラフからＳ／Ｎ的に実用になるのはＦ≧３０Ｈｚのの周波数領域である事が判る。

前掲のＴＳＰデータやホワイトノイズをＦＦＴした周波数特性グラフでＦ≦３５Ｈｚでレベルが減衰

しているのは、部屋の共振の影響を軽減する為に、パラメトリックＥＱでＦ≒２０Ｈｚ付近の音圧を

減衰させているからである。此の為、Ｆ≦２５Ｈｚではホワイトノイズのレベルと暗騒音レベルが殆

ど被っていて差が無い様になっている。

此のデータを測定した時は、アンプの出力がＰｏ≒１Ｗ位であったので、もっとアンプの出力を

上げて信号（Ｓ）のレベルを大きしてやれば、低い周波数でも相対的に良好なＳ／Ｎを得る事が

出来る。例えば、Ｐｏ＝２Ｗにすれば信号レベル（Ｓ）は＋６ｄＢアップするので信号成分とノイズフ

ォロア成分とのＳ／Ｎが概ね確保出来る様に思う。

ベラネックのＮＣ曲線に示される様に低域周波数では暗騒音レベルが増加するのでＳ／Ｎの

良い測定は難しい物がある。

精密騒音計ＮＡ－４２の取説にＵＣ－２９の直線動作範囲（Ａｎｅｔ）は５０ｄＢ～１６４ｄＢ（ＳＰＬ）、

レベルレンジが９０ｄＢ～１５０ｄＢとあるので、基準レベルは１００ｄＢ以上に設定するのが望まし
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いと云う事だろうと思う

音圧を６ｄＢ上げて１００ｄＢ（ＳＰＬ）で測定してもアンプやスピーカが壊れる事は無いと思うが、

ホワイトノイズの音圧が１００ｄＢ（ＳＰＬ）になると、流石に測定する人間の方が耳栓でもしないと

耐えられ無いのではと思う処である。

１４結論

リオン計測用マイクロフォンＵＣ－２９を入手した事で専用計測アンプの試作実験をして来たが

概ね良好な性能の計測アンプを作る事が出来た。特性的にもメーカー製に遜色の無い物に仕上

がって、充分実用になる計測アンプがが出来たと考えている。

計測マイクロフォンＵＣ－２９は測定可能周波数を１００ｋＨｚ迄、伸ばす為に振動板の口径が

小さく設計されて１／４インチとなっており、感度、自己雑音共に悪い様である。

従って使用に当たっては測定信号の音圧レベルを１００ｄＢ（ＳＰＬ）以上に設定してＳ／Ｎを確

保する必要が有る様だ。

１５、全体回路図
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１６、使用測定器

◎、オーディオアナライザ：オーディオプレシジョンＳＹＳ２５２２Ａ

◎、周波数特性分析機：ＮＦ回路設計ブロックＦＲＡ５０９５Ａ

◎、デジタルマルチメータ：アジレント３４４０１Ａ

◎、オシロスコープ：テクトロニクス２４６５Ｂ、２４４５Ｂ

◎、電子電圧計：ＮＦ回路設計ブロック：Ｍ１７０、Ｍ１７７

◎、電力計：日置電機３１８６

１７、参考文献

◎、リオン（株）騒音計ＮＡ４２、ＮＡ４０取り扱い説明書

◎、リオン（株）計測用マイクロフォンカタログ

◎、小野測器（株）騒音計とは（概要と背景）

◎、ＪＩＳハンドブック


