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I.    はじめに

1980年代は、映画の音質に数多くの改善が見られた年代です。ドルビー研究所は、映画用スピーカシステムにノイズ・

リダクションおよびイコライゼーションを導入して、1970年代半ばに映画の音響に革命を引き起こしました。1981年には、

JBLが映画芸術科学アカデミーで世界初のフラットパワー特性スピーカシステムのデモを行いました。ルーカスフィルム社

は1983年に、映画認定のプログラムとともに、THXシステムを導入しました。1980年代後半になると、ドルビー・ス

テレオ光学式サウンドトラックが人気を得るようになり、ステレオ劇場の数が急増しました。ドルビー・スペクトラル・レコー

ディング(SR)が劇場公開用プリントへ応用されたことは、音質改善のさらなる前進を示しています。

1990年代半ばまでには、ドルビーSR-D、デジタル・シアター・サウンド(DTS)、およびSONYダイナミック・デジタル・

サウンド(SDDS)の3種類のデジタルシステムが映画に導入されました。こうしたシステムのデジタル性能は類似しており、

システムのデジタル部分が故障した場合や一時的にミュート・モードに入った場合に備えて、全体的な互換性と操作上

の冗長度を高めるためのアナログ・ステレオ光学式トラックを持っています。DTSはデジタル・プログラム用に同期を取っ

たCD-ROMを使用しますが、他の2種はプリント自体にデジタル情報を含んでいます。

新しい複合映画館が計画および建築されるにつれて、音響技術者は、建築音響および隣接する上映空間との間の遮音

に関わる問題に、これまで以上に取り組むことになりました。音響機器の仕様や映画環境との調和に、より多くの注意

が払われるようになったのです。

JBLは映画音響の市場に強い熱意を持っています。JBLはこの分野でのリーダーとなり、その製品は世界中の大手スタ

ジオおよびポスト・プロダクション・スタジオで日常的に指定されています。映画業界で求められている、より高い性能レ

ベルを満足する新製品を、JBLは急ピッチで開発し続けています。

このマニュアルにはいくつかの目的があります。まず、基本的なシステムの考え方に関する背景を説明し、次に映画にお

いて音響的に考慮すべき点を取り上げます。電気音響に関する仕様、さらにはコンポーネントの取り付けや方向合わせ

についても説明します。電気的インタフェースおよびシステムチェックも詳細に取り上げます。JBLでは、より多くの販売

代理店および設置業者の方に映画音響の基本について学んでいただくことが、あらゆる分野でのよりよい結果につなが

ると考えています。

II.    基本的なシステムの考え方

A. アナログフィルム方式

劇場上映用のフィルムには、35mmおよび70mmの2種類のサイズがあります。35mmの場合、最も一般的な投影

画像のアスペクト比(水平対垂直)は1.85 : 1(「フラット」と呼びます)か、2.35 : 1(「スコープ」と呼びます)です。70mm

のプリントは通常2.2 : 1のアスペクト比で映写します。過去においては、70mmのメリットは6本の磁気トラックと大きな

画像エリアを利用できることにありました。70mmプリントの価格は非常に高いため、大都市のプレミア劇場での上映を
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目的として、限られた数だけが作られるのが常でした。今日70mmでは、スクリーンの背面に置かれたスピーカに対して

3チャンネル(左、中央、右)を、それ以外の複数のスピーカに対して1サラウンド・チャンネルを使用するのが一般的で

す。残りの2本の磁気トラックは、サブウーファ信号および/あるいはスプリット(デュアル・チャンネル)サラウンドとして使

用するというオプションもあります。

35mm方式は、1950年代に4本の磁気トラック、すなわち3本のスクリーンチャンネルおよび1本のサラウンドチャンネ

ルを取り扱えるように改造されました。同時に、標準のモノラル可変エリア光学式トラックはそのまま残されました。図1

のAとBは、70mmおよび35mm磁気スタンダードのチャンネル・レイアウトを示しています。現在ではもう、35mm磁

気スタンダードは一般的には使用されません。

図1    70mm 6トラック磁気フォーマット(A)、および35mm 4トラック磁気フォーマット(B)

磁気ストライプ�

35 mm

映像�映像�

A. 70mm B. 35mm

磁気ストライプ�

70 mm

図2A    35mmドルビー・ステレオ光学フォーマット
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図2B    ドルビー・ステレオ光学式再生マトリクス
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今日、ドルビー・ステレオ光学式システムは、非デジタル35mmフィルムの事実上の標準方式となっています。図2Aに

示すように、この方法では、以前モノラル信号で変調されていた左右両側の2本の可変エリア光学式サウンドトラックが、

ステレオで変調されるようになりました。2本のサウンドトラックへの録音は、3本のスクリーンチャンネルおよび1本のサ

ラウンドチャンネルから入力を受けるマトリクスを経由して行われます。左右のスクリーンスピーカへの信号は、左右の各チャ

ンネルに送られます。スクリーン上のほとんどの会話部分を含む、中央のスクリーンスピーカへのプログラム素材は、同相

で両方のステレオチャンネルに送られます。ステレオチャンネル間の同相成分は再生マトリクスをトリガし、マトリクス内の

ゲイン制御と分離係数の変化の組み合わせにより、主に中央のスクリーンスピーカに送られます。同様に、サラウンドチャ

ンネルへの情報は、ステレオチャンネル間に180度の位相関係が成り立つようにステレオチャンネルに送られます。この

位相関係が再生マトリクスをトリガし、サラウンドスピーカのアレイに情報を送ります。

図2Bは、ドルビー・ステレオ光学式サウンドトラックで使用する再生マトリクスの詳細を示しています。サラウンドチャンネ

ルは、他のチャンネルに対して相対的にディレイがかけられています。このため、先行(ハース)効果によって、サラウンド

チャンネルは場内の中央および後方で知覚される音場に影響を与えません。この理由は、サラウンドスピーカから聞こえ

ると聞き手に対して耳障りになるような「漏れ」信号を、マトリクス出力が含むためです。実際の劇場では、サラウンド

チャンネルにはスクリーンチャンネルに対してディレイがかけられ、スピーカから最も離れた位置にいる聞き手は最低20ミリ

秒のディレイがかかったチャンネルを聞くことになります。耳は先に届く音に「ロック」しますので、すべての聞き手の定

位はスクリーンの方向に保たれ、サラウンドチャンネルの効果音はサラウンドスピーカから明瞭に聞こえてきます。サラウン

ドチャンネルの特性を約7kHzより上でロールオフすることによって、この問題はさらに改善されます。

B. デジタルフィルム方式

1992年に導入されたドルビーSR-D方式を、図3Aに示します。これは、図2Aに示した光学式サウンドトラックとまった

く同じですが、スプロケット穴の間の未使用のスペースに、デジタル情報が追加されています。この新しいデジタル方式

によって、通常の3スクリーンチャンネルに加えて、スプリット・サラウンドのペアと100Hzに制限された低域用(サブウー

ファ)チャンネル1本が利用できます。これは一般に「5.1」チャンネルシステムと呼ばれており、AC-3として知られる精

巧な知覚エンコーディング処理を使用しています。
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図3A    ドルビーSR-D

光学トラックと映像の間の�
タイムコード・データ�

図3B    DTS 図3C    SDDS

図3Bは、DTSで使用する方式を示しています。ここではステレオ光学式トラックと対応するCD-ROMプレイヤの制御を

保つための同期チャンネルのみが示されています。

図3Cは、SDDSで使用する方式です。ステレオ光学式トラックに加え、フィルムのそれぞれの端に各1本、計2本

のデジタルトラックがあります。

ドルビーSR-Dと同様に、DTSおよびSDDSは、システム動作に必要なデジタルデータ量を減らすため、知覚エンコー

ディング法を活用しています。DTSおよびSDDSは大部分の映画で使用されている5.1チャンネル方式をサポートしてい

ますが、SDDSは最大5つのスクリーンチャンネルを特殊用途のためにサポートしています。

ここで述べるデジタル方式はすべて、システムのデジタル部が故障した場合にアナログトラックを使用する安全動作(フェ

イルセイフ)モードを持っています。

C. AチェインとBチェイン

システムの仕様やアラインメントに対する責任を明確にする便宜上、図4に示すように、一連の再生系はAチェインおよ

びBチェインに分けられるのが通例です。Aチェインはプリアンプ(光学式あるいは磁気式)、光源(光学式)、磁気ヘッド、

光素子(光学式)、対応するイコライザ(信号ディエンファシス)、および系の最後にフラットな電気的出力を得るために必要

なノイズ・リダクションと指向性デコーディングで構成されています。デジタル再生はデジタル光学式リーダを使用し、デ

ジタル信号をデジタル/アナログ変換システムに送ります。アナログAチェインを図4Aに、デジタルAチェインを図4Bに

示します。スプリット・サラウンドチャンネルを含むBチェインは図4Cに示します。

Bチェインは1/3オクターブ・イコライザ、クロスオーバ、パワーアンプ、およびスピーカで構成されます。JBLプロフェッ

ショナルの製品は、システムのBチェインで広く使用されています。
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図4A    アナログAチェインの系統図

図4B    デジタルAチェインの系統図

図4C    スプリット・サラウンド付きBチェインの系統図
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D. 映画におけるダイナミックレンジ条件の進化

図4Dは、現在および未来の映画方式に必要なヘッドルームの条件を示しています。ドルビー研究所によれば、映画に

おける会話のレベルは現在と変わりませんが、追加されるヘッドルームは基本的に、効果音や音楽のよりリアルなピーク

レベルのために使用されます。特定の信号の中身によりますが、ドルビーSRアナログトラックのピークレベル能力はドル

ビーAにくらべて中域で3dB大きく、周波数の極限では9dBに上ります。デジタル方式は、ドルビーAと比較して12dB

大きいヘッドルームを持ち、全体の特性は周波数帯域に対してフラットです。このピーク能力を音響レベルに換算すると、

チャンネルあたり屋内で103dB SPLになります。このマニュアルで説明するすべてのスピーカシステムは、こうした新し

い仕様を満たし、今後システムが指定される劇場の大きさに合っています。
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ピークパワーレベル  ―  (A) タイプA、(B) SR、(C) SR-D

B

C

図4D    ドルビーA、ドルビーSR、およびドルビーSR-D方式のダイナミックレンジ条件

E. スピーカを音響環境に調和させる

スピーカと音響環境の相互作用をはっきりさせるために、一世代前の映画用スピーカ設計の歴史にまず目を向けることに

しましょう。1970年代の終わりに映画の世界で一般的に使用されていたスピーカシステムは、実績のある真の2ウェイシ

ステムで、マルチ・セルラーあるいは放射(ラジアル)式の高域用ホーンシステムと、ホーンと反射板を組み合わせた低域

用システムで構成されていました。こうしたシステムは、1930年代まで遡ってベル研究所により開発されたものであり、つ

い数年前まで使用されていたバージョンは、ランシングおよびヒラード(参考文献1)によって開発および改良されたものと本

質的には同じでした。効率、丈夫さ、そして低歪率という今日の音響性能に対する要求の下でも、こうしたシステムはよ

く設計されていました。その設計者たちはまた、周波数の分割や、高域用および低域用セクション間の到達時間差の問

題にもうまく対処していました。このシステムの大きな問題は、均一なカバレージが得られない点にありました。当時は小

さいパワーアンプしかなかったため、システム設計では出力変換効率が重視されていたのです。

図5Aは、典型的なホーン/反射板システムの軸上と軸外のグラフを、また図5Bは、典型的なマルチ・セルラーホーン

のポーラ特性を示しています。低域用システムの軸外の特性は、中高域でかなり落ちていることに注意してください。図

5Cは、上記の要素で構成したシステムの、典型的な残響のある劇場内における特性を示しています。2つの“こぶ”
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A. ポーテッド・ホーンシステムの軸外特性�

周波数 (Hz)

マルチ・セルラーホーン (2×5)、1000Hz�
垂直 (実線)、水平 (破線)

マルチ・セルラーホーン (2×5)、2000Hz�
垂直 (実線)、水平 (破線)

マルチ・セルラーホーン (2×5)、10kHz�
垂直 (実線)、水平 (破線)

B. 2×5マルチ・セルラーホーンのポーラ特性�

C. 図5Aおよび5Bと同様の要素で構成した�
映画用システムの残響(パワー)特性�

があり、システムの全出力はフラットとは程遠いことがわかります。しかし同時に、このシステムの軸上特性は、反射のな

い状況で測定した場合には十分にフラットになることがあります。

劇場でこのシステムの特性をイコライゼーションしようとしても、システムの主要な軸に沿った特性は絶対フラットにはなり

ません。これは1970年代にドルビー研究所が映画にイコライゼーションを導入したとき、まさに直面した問題なのです。

図5    旧式の映画用システムの劇場用イコライゼーション

F. パワー特性およびパワーフラット・システム

旧式のシステムで軸上と残響場内の特性が一致しない問題は、均一なカバレージを持つ高域用ホーンとシンプルなポー

トを持つ低域用エンクロージャに基づく新しいシステム・ファミリーの導入によって解決されました。図6Aは、JBL 4648A

低域用システムの水平軸外特性を示しています。広い角度に対して、500Hzより下で均一な特性となっています。図6B

は、4648Aシステムの垂直軸外特性です。この特性は、200Hzのすぐ下で狭まり始めています。結果として、水平お

よび垂直面で狭まるこのパターンは、通常のクロスオーバ周波数である500HzでJBL 2360Aホーンのパターン制御とう

まく合致します。
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図6Cは、JBL 2446J高域用ドライバと組み合わせた2360Aバイラジアル・ホーンの軸外特性曲線で、フラットなパワー

特性にイコライジングされています。軸外曲線は本質的に平行であり、このホーンが周波数に対して均一で一様な放射

角を作っていることを示しています。コンプレッション・ドライバにイコライゼーションが必要になるのは、高域用ドライバに

約3.5kHzより上で自然な高域のロールオフが発生するためです。この周波数は「マス・ブレーク・ポイント」として知

られており、ドライバ設計におけるダイアフラムの質量と各種の電気および磁気定数の関数として表されます。

4648Aあるいは4638TH低域用システムと2360A/2446Hの組み合わせを映画用のフルレンジ・システムに統合した場

合、500Hzから上の-6dBのビーム幅は水平面で90度、垂直面で40度に滑らかに保たれ、12.5kHzまで延びていま

す。低域ではシステムのカバレージ範囲は広くなり、100Hzより下の範囲では最終的に無指向性になります。
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図6    (A)JBL 4648Aの水平特性。(B)JBL 4648Aの垂直特性。(C)フラットなパワー特性に

イコライジングしたJBL 2360Aの軸外特性。

上記のシステムを典型的な映画環境でイコライジングした場合、図7に示すように、直接音および残響音の両方を非常

に滑らかに保つことができます。このシステムの残響特性は出力パワー、すなわちパワー特性に比例し、システムの軸上

特性とパワー特性が一致するため、劇場の反射音場はスピーカからの直接音と同じスペクトル特性を持つことになります。

この条件の下では、音の再生、特に会話は極めて自然になります。(図7Bに示す周波数特性の輪郭線が、映画用イコ

ライゼーションに推奨されているいわゆる「Xカーブ」で、ISO 2969文書に指定されています。)
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図7    パワーフラット・システムの映画用イコライゼーション

A.

相
対
レ
ベ
ル
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軸上特性�

イコライゼーションなし� イコライゼーションあり�

パワー特性�

B.

JBLは、映画におけるフラットなパワー特性という概念のパイオニアです(参考文献2、3)。これは、JBLの製品設計の

多くで指標的な原則となり、広く業界でも採用されています。

G. 適切なステレオ再生のためのカバレージ条件

劇場では、説得力のあるステレオ再生をすべての観客が楽しめることが期待されています。対照的に、家庭環境におけ

る普通の2チャンネルステレオでは、正しいステレオイメージを得るためにリスナーが座る位置について、厳密な制限があ

ります。劇場の最も違う点は、センター・チャンネルの存在です。中央のスピーカは会話をスクリーンの中央に定位させ

るのはもちろん、左右のチャンネルが伝達しなければならない共通の情報量を減らします。このため、対称軸からはるか

に離れた場所にいる観客も3つのチャンネルを聞くことができ、曖昧な感じや近い方のスピーカに向かって信号が「つぶ

れる」感じがありません。ドルビーのステレオマトリクスでは、再生時のゲイン係数操作によってこれと同様の説得力ある

効果を広く保っています。

理想的には、劇場内の観客1人1人が、「すべて」の高域用ホーンについて、水平および垂直公称カバレージ角の内

側にいるべきです。公称90度の水平分散を持つホーンを使用し、左右のスクリーンスピーカを内側に向けることよって、

この条件を通常は満たすことができます。また、約5kHzより上の高域は、大きな軸外角ではスクリーンを通過します。こ

のため高域が広がり、非常に広い劇場で必要なカバレージを得る助けになります。

もう一つの条件として、劇場全体のレベルを可能な限りフラットに保つことがあります。高域および低域のスクリーン用シ

ステムを劇場の背面の壁に向けることによって、この点を改善できることが知られています。これは、スクリーン用システ

ムの軸上の「ゲイン」を使って、逆二乗則による損失を補うものです。カリフォルニア州ビバリーヒルズにある映画芸術

科学アカデミーのゴールドウィン・シアターで行われた測定では、劇場内の前面から背面までのレベルは、ほとんどの周

波数帯域で5dBの範囲内に保たれていました。反対に、高域用エレメントを観客に向けると、前面から背面までの変化

は最大10～12dBに達します。ここで重要なことは、劇場の背面の壁の吸音性をできる限り高める必要があることです。

背面の壁の吸音性が高くない場合は、高域用スピーカを下に傾けて、ホーンの軸を劇場の後方2/3程の客席に向ける

ことになります。
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この効果を図8に示します。図8Aは、床が傾斜した大型の劇場で吸音力のある背面の壁にJBL 2360Aホーンを向け

た場合の、直接音場のカバレージを示した平面図です。2kHzでのカバレージは、前から後ろまで+/-3dBの範囲になっ

ています。後方2/3の点にホーンを向けた場合のカバレージが図8Bで、劇場後方のカバレージは妥協することになりま

す。背面の壁に向けた、外側のホーンの一つが与えるカバレージを図8Cに示します。スクリーン自体がカーブしている

かどうかに拘わらず、左右のシステムは通常中央に向けられます。この目的は、観客すべてに適切なカバレージを与え、

全体として特性を6dBの範囲に保つことにあります。

図8    2kHzの直接音場のカバレージ。(A) ホーンを背面の壁に向けた場合。(B) ホーンを後方2/3の距離に向けた場合。

(C) 外側のホーン1本のカバレージ。

A. B.

C.

サラウンドスピーカの配置を正しく指定すれば、劇場の後方2/3の範囲全体に均一な音場を簡単に作り出すことができ、

レベル変動を2～3dBの範囲に保つことができます。サラウンドシステムの指定に関する詳細は、後述します。

上記のすべての点に適切に対応すれば、劇場の音質を、ポスト・プロダクションの上映設備で認められる音質に近づけ

ることができます。これが最終的に、映画監督が望んでいた音質です。このような細部を注意深く理解することによって

のみ、サウンド・ミキサーの意図した効果を観客に楽しんでもらうことができます。
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III.    音響について考慮する点

A. ノイズ・クリテリア(NC)条件

観客自身を別とすれば、劇場における一般的な騒音源は空調および外部から伝達される騒音です。複数の上映設備が

ある場合には、隣接する劇場からの漏れもあります。騒がしい観客についてはどうしようもありませんが、ミキシング・エン

ジニアはポスト・プロダクションの段階で、現場で発生する可能性のあるマスキング雑音のレベルを考慮します。騒音の

ある環境をシミュレーションした状態で、最終ミックスを行うことさえあります(参考文献4)。

Lp
 (
dB
)

周波数 (Hz)

伝
達
損
失
 (
dB
)

周波数 (Hz)

図9    ノイズ・クリテリア(NC)曲線、

オクターブ・バンドのデータ

図10    音響伝達曲線

音響技術者はいわゆるノイズ・クリテリア(NC)曲線を使用して、映画館用の騒音目標値を設定します。NC曲線のオク

ターブ・バンド値を図9に示します。このデータに見合うように音響設計者は一定の基準を決めて、これを実現するのに

必要な費用などの要素を決定します。

低騒音の空調設備は大規模な配管工事を必要とし、大きな費用がかかります。さらに問題となる可能性が高いのが、壁

を接して隣接する劇場との遮音です。ルーカスフィルムが一般的に推奨するところによれば(参考文献5)、隣接する劇場

からの干渉音は、上映時間の1%を超えて聞こえてはなりません。劇場の典型的な空調騒音レベルがNC-30であるこ

とを考えれば、隣接空間との間に求められる遮音の程度は、壁を建築する上で問題にはなりません。劇場でNC基準を

改善することが必要になったのは、レコーディング技術が改良された結果であり、ドルビーSRやデジタル方式の長所を完

全に活かすための唯一の方法だからです。
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何が必要になるかの例として、複合映画館の通常最大レベルが95dB SPLであり、この値を超えるレベルは全体の1%

程度であるとしましょう。NC-30を満足するためには、隣接する劇場との遮音は65dB等級である必要があり、このため

には65dBの音響伝達クラス(Sound Transmission Class)を満たす壁の構造が必要です。二重壁や一重のコンクリー

トブロック壁を使った数多くの構造がこの条件を満たし、通常この点については経済的にも配慮されます。音響技術者

やコンサルタントは、一般にこうした点に関する確かな科学的根拠に立脚しています。典型的な標準音響伝達クラス曲

線を図10に示します。

建築を新たに行う場合は、隣接する上映スペースとの間に緩衝領域を設けることができるので、遮音はより簡単です。最

も難しい問題が発生するのは、既存の空間を再分割して複合映画館を作る場合です。これは、壁や共通の空調設備を

通して結合する可能性が重なるためです。

隣接する空間との遮音を正しく行うには、建築家と音響技術者が密接に協力しなければならないことは明らかです。あり

のままの分析にすべては従いますが、作業自体はしばしば退屈なものになります。

B. 残響と個別の反射の制御

遮音の問題を処理したら、音響技術者は劇場自体の内部で発生する問題に取り組むことになります。すなわち残響およ

び反射です。劇場の音響的な「特徴」は、中性的である必要があります。一般に多くの劇場では、残響それ自体は

はっきりとはわからず、映画上映中に知覚される残響や環境音は、通常サラウンドチャンネルのプログラムからもたらされ

ます。

これは、劇場の環境が完全に無反射でなければならないということではありません。自然な音響空間感覚を生み出す必要

があるため、側方からの強い初期反射は、コンサートホールでは有益です。しかし劇場では、明確な初期反射はどの

方向からのものでも取り除かなければなりません。

観客席での残響時間は伝統的に、低域で増加し高域で減少します。これは、中高域を吸音する表面の多くが、低域を

有効に吸音しないという事実によるものです。さらに高域は、空気自体にも吸音されるため必要以上に減衰し、高域の

残響時間は下がりがちになります。図11は、通常の残響時間の範囲を500Hzの値の関数として示しており、図12は、

500Hzの残響時間として許容できる範囲を、部屋の容積の関数として示したものです。

正しい表面材の指定や、低域の吸音を追加する特別な必要性を要求することは、音響設計者が行うべきことです。小

規模の劇場では、音響的に空間を「デッド」にする以外、選択の余地はほとんどありません。ただし、ある程度の反射

は、それが知覚されない場合でも有益です。

個別の反射が問題となるのは、時間および空間的な定位が直接音から明らかに外れている時だけです。側壁からの反

射は通常、聞き手にはそうだとは聞こえない時間内に知覚されます。しかし、背面の壁からの反射はスクリーン自体で跳

ね返り、100ミリ秒ほどのディレイを持った「ラウンドトリップ」エコーになります。この影響で、スクリーン上の会話がわ

かりにくくなります。バルコニーのある旧式の劇場では、こうした反射はバルコニーの前面から発生しました。この問題を

減少させるため、しっかりとした音響ダンパーをこの表面に取り付けなければなりませんでした。
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図11    周波数に対する残響時間の変化 図12    残響範囲の推奨値

今日建設される劇場の多くでは、背面の壁の吸音力を高め、スクリーン後ろのスピーカに隣接するバッフル上にしっかり

としたダンパーを取り付けることによって、反射の問題に対処しています。

C. 音響コンサルタントの役割

音響コンサルタントは、過去によい仕事をしたかどうかに基づいて選ばれるべきです。数多くの問題に直面し、これを解

決することによって学べることがたくさんあります。別な言い方をすれば、経験を積んだコンサルタントはおそらく一般的な

間違いはたいてい見てきており、問題となる前に見極める方法を知っているのです。コンサルタントが行うことの多くは明

白で単純にさえ見えるかも知れませんが、困難な仕事を引き受け成功を収める優れたコンサルタントには、経験の広さが

必要です。

このセクションでこれまでに述べた事項に加えて、コンサルタントは以下の分野で問題の可能性を検討します。

1. 側面からの音漏れ経路

壁の構造で遮音を処理した場合、壁を通したり、壁を回り込む側面の経路が重要になる可能性があります。例えば、壁

自体は音の伝達をよく防いでも、電気や空調の配管を通じて音が漏れることがあります。こうした経路は様々なところに現

れ、プロジェクトが建築段階に入った早い時期に見出しておく必要があります。

2. 建設の完全性

建設請負業者の多くは日常的に、手っ取り早い方法で物事を処理しますので、誰かが注意深く見ている必要があります。

二重壁構造による遮音は、壁の間に取り残された物が空気バリアを越えて壁同士を結びつけただけで無効になってしま

います。

3. 衝撃および構造経由の騒音

これは文字通り「組み込まれて」いるために、解決が最も難しい問題です。配管からの騒音、エレベータのモータ、そ

して屋上の空調機器はこうした困りものの一部に過ぎません。設置が一度完了してしまえば問題の修正には多額の費用

がかかり、優れたコンサルタントはプロジェクトの設計段階からこうした問題に目を光らせています。映写機の騒音や場内
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売場の活動によって発生する騒音のような関連する問題も、プロジェクトの初期段階で見出し、建設工事が始まる前に

修正する必要があります。

映画上映に関する基準は改善され続けているので、ここで取り上げたような問題は今後さらに重要になります。ドルビー

研究所のイアン・アレンは1992年の論文(参考文献5)で、劇場における雑音基準はNC-25以下、NC-30は最低線

である必要があることを強調しています。

IV.    正しいスピーカとパワーアンプの指定

A. ハードウェアの規模に対する空間の大きさ

小規模の劇場を除き、JBL 4670Dおよび4675Cのような2つの低域用ドライバを持つシステムを指定する必要があり

ます。スクリーンの後ろには通常3つのシステムを、左、中央、右の各位置に配置します。4670Dは2380Aフラット

フロント・バイラジアル・ホーンを、4675Cは大型の2360Aバイラジアル・ホーンを搭載しています。性能上の基本的

な違いは、500～1000Hzの範囲における高域の垂直方向のパターン制御にあります。可能な限り4675Cシステムを

指定するべきですが、スクリーンの後ろのスペースに制限があり、小型のホーンを使用しなければならないこともあります。

いずれのシステムも低域部は共通で、同じ許容入力の制限があるため、同一の音響出力能力を持っています。表1は、

残響音場でこのシステムが作り出すことができる連続最大音圧レベルを、空間の容積ごとに示しています。1システムと

3システムの場合が示されています。図11にある残響時間の中央値、システム指向性指数、および推定室内表面積

が、この計算の前提になっています。

270m3 116dB 121dB 75～100 800W�

540m3 113dB 118dB 150 800W�

1350m3 108dB 113dB 300 800W�

2700m3 106dB 111dB 500 800W�

5400m3 104dB 109dB 1000 800W

容積 1システムでの 3システムでの 典型的な 1システムに�
 レベル レベル 座席数 必要なパワー�

表1A:    様々な大きさの劇場におけるJBL 4670Dおよび4675Cシステムの最大残響レベル(脚注1)

(非バイアンプ・モード)

表1Aの情報から、チャンネルあたり105dBという劇場での目標レベルを得るために必要な、実際のパワー条件を決定

することができます。
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表1B    小規模の劇場における目標残響レベル(脚注1)の105dBに必要な、

パワー条件(非バイアンプ・モード)

2,700立方メートル以上の空間では、モデル4675Cをバイアンプ・モードで指定することをJBLは推奨します。

270m3 75～100 100W JBL MPX300 (1チャンネル)�

540m3 150 250W JBL MPX600 (1チャンネル)�

1350m3 300 400W JBL MPX600 (1チャンネル)

容積 典型的な 必要なパワー 推奨パワーアンプ�
 座席数�

脚注1 表1A、B、Cで計算された残響レベルは、劇場の後方約2/3の位置における最大レベルを表します。

脚注2 こうした用途には、前段での適切な周波数分割とパワー特性のイコライゼーションと共に、JBLのモデルMPA400パワーアンプを使用される
ことを推奨します。低域用スピーカ部の4Ωの負荷に対して、このパワーアンプは400Wを出力することができます。高域部の8Ωの負荷に
対しては、このパワーアンプは275Wを出力することができます。

2700m3 108dB 113dB 500�

5400m3 106dB 111dB 1000

低域: 400W�
高域: 250W

低域: 400W�
高域: 250W

容積 1システムでの 3システムでの 典型的な 1システムに�
 レベル レベル 座席数 必要なパワー�

脚注2

表1C    大規模の劇場におけるJBL 4675Cシステムの最大残響レベル(脚注1)(バイアンプ・モード)

B. バイアンプの利点

大規模劇場におけるバイアンプの使用は重要で、決して過剰設備ではありません。表1Aのシステムと同じパワーアンプ

を表1Bのシステムで使ったとしても、バイアンプでパワーを割り当てし直すことは重要かつ有効です。具体的には、動作

レベルが高い場合の相互変調歪みが減少し、利用できるパワーが高域や低域の負荷と、より直接的にマッチします。

C. 劇場再生レベルの校正

映画制作会社がダビングシネマで実際のレベル条件を決めるときは、録音媒体の変調レベルに直接関連付けます。磁

気媒体では、テープ上の変調がいわゆる「ゼロレベル」、すなわち185nWb/mの時に、場内レベルが85dB SPLと定

められます。この185nWb/mという量は録音技術に関するもので、これ以上は追求しませんが、変調のピークはしばしば

ゼロレベルを8～10dB超える点は知っておいてください。したがって、スピーカあたりのピーク出力は95dBでよいことに

なります。慣例的に、これに6～8dBのヘッドルームを追加するのが技術的に良いとされていますので、表1Aと1Bの

値は、大型の劇場の場合にはそれほど大きすぎるものではありません。小型の劇場では、表に示したものよりも小型のパ

ワーアンプで済ませることができますが、その場合であっても、パワーを追加する利点はかなりあり、必要な費用はごくわ

ずかです。表1Aと1Bで推奨するパワーは、ルーカスフィルム(参考文献6)がTHXシステムの仕様で推奨している値に

従っています。



page 18

D. 新開発のJBLドライバ

我々の研究によれば、パッシブシステムでは、スクリーンスピーカへの最大パワー入力はネットワークで本質的に制限され

ます。この結果、多くの劇場では、JBL 2226ドライバに設計されている高出力のヴェンテッド・ギャップ・クーリング(VGC)

の性能は通常必要ありません。より新しいモデルである2035は、76mm(3 inch)のボイスコイルを使ってその後に設計

され、2226と同じ感度を持っています。このため、ユーザも経済的です。

大型の劇場のバイアンプシステムでは、より高いピークパワーとトランジェントに対応するため、2226トランスデューサを使

うことを強くお勧めします。

図13は、2個の2035トランスデューサを搭載した、4638TH低域用システムの軸上特性です。

周波数 (Hz)

音
圧
レ
ベ
ル
 (
dB
)

図13    380mm(15 inch)× 2の4638TH低域用システムの軸上特性

E. JBLスクリーンスピーカ・システムの機構

この項では、スクリーンの後ろで使用するための主要なJBLスピーカについて説明します。こうしたシステムはすべて現

地で組み立てるため、分解組立図、部品表、および高次のクロスオーバで使用するための配線図を用意しています。

図14は、現地で組み立てた4670Dと4675Cシステムの寸法で、全体として必要なスペースがわかります。図15～17

には、モデル4670D-HF、4675C-HFおよび4638THを示します。

図18は、パッシブ・ネットワークの配線の詳細です。バイアンプでの配線については、後述します。
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図14    4670Dおよび4675Cのシステム組立完成図
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図15    JBL 4670D-HFの分解組立図 図16    JBL 4675C-HFの分解組立図

図17    JBL 4638THの分解組立図

JBL 4670D-HF JBL 4675C-HF

JBL 4638TH
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図18

注意: この入力の接続で、正しいEIA極性が得られます。
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図19    ロビンソン=ダドソンの等ラウドネス曲線

F. サブウーファ

中規模から大規模の劇場に設置するスピーカシステムでは、サブウーファは不可欠です。サブウーファを指定する場合、

低い周波数の音に対して耳の感度が下がることを、設計者は考慮しなければなりません。図19は、ロビンソン=ダドソ

ンの等ラウドネス曲線です。1kHzで85dBを基準レベルとしたとき、30～40Hzの範囲の周波数が同じ主観レベルで

聞こえるためには、15～20dB大きく再生しなければならないことがわかります。
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低域は本質的に無指向性なので、我々は通常、与えられた音圧レベルに必要な劇場の音響パワーを計算して、サブウー

ファのハードウェアを指定します。最近の劇場の残響時間は図11および12のデータに従うとすると、以下の表のデー

タが得られます。

270m3 10�

540m3 15�

1350m3 20�

2700m3 40�

5400m3 100

容積 110dB SPLに必要な�
 音響パワー(脚注3)

表2    音響パワー対劇場の容積

正しい空間の容積が決まったら、設計者は必要なサブウーファ・モジュールの数を以下の表を使って選び、要求された

音響パワー出力を得ることができます。

脚注3 表に示した容積の劇場における平均的な残響時間に基づいて、残響レベル条件から算出。

脚注4 ユニットを組み合わせた場合の実際の効率は、その間隔によって変わります。この数値は、概算値として適当なものです。

脚注5 サブウーファが安定した状態での、高レベルで長時間のダイナミック・コンプレッション効果を考慮して、音響出力パワーを下げてあります。プ
ログラムの性質によって、ピーク値は3dB高くなります。

1 4 800 16�

2 8 1600 64�

4 12 3200 192�

8 16 6400 500

2242トランス 能率 入力する電気的パワー 音響パワー出力�
デューサの数 % W watt

(脚注4) (脚注5)

表3    複数のサブウーファ・システムの公称効率および音響パワー出力

設計者は、部屋の容積に基づいたパワー条件が、この表の2つの数値の中間にある場合には、高い方の数値を選ん

でください。

図20は、JBL 4645Bサブウーファ・モジュールの分解組立図です。各サブウーファ・モジュールは、8Ωの定格インピー

ダンスに対して800Wの連続正弦波電力を出力できるパワーアンプを使ってドライブします。1組のサブウーファ・モジュー

ルは、1台のJBLモデルMPX1200パワーアンプでドライブすることができます。このパワーアンプは、2つの8Ω負荷

のそれぞれに対して、800Wの連続正弦波電力を出力できます。
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JBL 4645B

図20    JBL 4645Bの分解組立図
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G. サラウンドの条件

一般的な法則として、サラウンドスピーカ全体で、スクリーンチャンネル1本と同じだけの音響パワーが出力できる必要が

あります。今日、新型のJBL 8340サラウンドスピーカは、約2Wの範囲の全音響パワーを出力することができます。典

型的なデュアル・ウーファのJBLスクリーンスピーカは28Wの連続音響パワーを出力することができるので、パワーを合

わせるには14本の8340が必要です。一般には、大型の劇場でも12本で十分です。慎重に設計するなら、これを下

回る数を選択すべきではありません。

8340のエンクロージャはこれまでの8330に似ており、バッフルは下向きに15 傾゚けてあります。このため、エンクロージャ

の背面を壁と同一面に取り付けても、滑らかに客席をカバーすることができます。通常は、背面の壁に4本、側壁に4

本ずつを取り付けます。

優れたサラウンド動作では、「音源ではなく音量が大切」です。つまり、劇場の観客は、個々のスピーカユニットが聞き

分けられてはいけませんが、それらすべてが作り出す音場は感じられなければなりません。実際にはいろいろな方法があり

ますが、通常サラウンドスピーカは劇場の後方2/3だけに設置します。高さはしばしば内装次第ですが、通常は3～4m

(10～13 feet)の高さに設置して、客席を横切って一番遠い場所にいる観客に8340の傾斜した軸が向くようにします。

こうすると、劇場内のサラウンド特性の滑らかさが、±2dBの範囲に保たれます。サラウンドの配置の詳細を図21に示

します。

A. 平面図� B. 立面図�

C. 断面図。劇場後方から�
見たところ。�

スクリーン�

図21    典型的なサラウンドの設置
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2本の(スプリット)サラウンドチャンネルを持つデジタル劇場では、チャンネルあたりの最低スピーカ数を8本、合計16本

とすることをお勧めします。各サラウンドチャンネルごとに、直列=並列(シリーズ=パラレル)接続すると便利です。サラ

ウンドチャンネルの具体的なパワー条件は、VI-Cの項で説明します。

H. スクリーン損失

スクリーン透過損失は、詳細に分析すると複雑です。軸上の損失は、約5kHzから始まる6dB/octのロールオフのよう

に見えますが、軸外の特性はまったく異なっています。特定の角度では、相対的な損失がほとんどないまま高域はスクリー

ンを通って伝わります。軸上で適切なシステム特性を得るために高域をブーストすると、横(軸外)の観客は軸上の観客よ

りも多くの高域を聞くことになります。しかし、ホーンの軸外特性が通常に高域落ちする性質と組み合わせると、中高域

の優れたバランスを保つのに役立ち、横に座った観客でも会話部分を明瞭度高く聞くことができます。

新型の高域用ハードウェアを使用すると、フラットなシステムパワー特性を得るには、全体的なシステムのイコライゼーショ

ンが極めて必要になってきます。こうすると、劇場の後方1/2～2/3で測定した拡散音場特性は、しばしばISO 2969 X

カーブにぴったり合います。この詳細を図22に示します。

相
対
特
性
 (
dB
)

周波数 (Hz)

相
対
特
性
 (
dB
)

周波数 (Hz)

図22    スクリーン損失および場内のイコライゼーション

設計上の観点から見て、3kHzより上でフラットなパワー特性を得るには、技術者は、高域用ドライバに適切な電気的ヘッ

ドルームを確保しなければなりません。通常このためには3kHzより上で6dB/oct信号をブーストする必要があり、12kHz

での駆動レベルは中域より12dB高くなります。ドライバはこの入力増加に対応し、同時に低域用システムとよくマッチす

るものを指定しなければなりません。JBLの映画用システムはすべて、この条件を念頭に置いて設計されています。中規

模の上映空間では、処理する空気損失が少ないので、10kHzより上のイコライゼーション条件を満たすために、10dB

以上のブーストが必要になることはほとんどありません。保守的な技術者の多くは、10dB以上のブーストはすべきでない

と感じています。

I. 複数の高域用ドライバの使用

バルコニーがある非常に大型で旧式の劇場の場合、公称高域カバレージ角が40度では、垂直カバレージが不十分とな

ることがあります。この問題に対処するため、いくつかのシステムで複数の高域用ホーンが取り付けられましたが、2本の

ホーンを組み合わせた場合の干渉(ロウビング)の問題が残り、システムのイコライゼーションを難しくしました。干渉の影
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響全体を軽減する手法として、ステレオシンセサイザを使用する実験が行われていますが、こうした実験はまだ始まったば

かりです(参考文献8)。現時点では、システム全体の性能に責任を負う有能なコンサルタントが指定した場合を除いて、

劇場でホーンをスタックすることはお勧めしません。

V.    設置条件

A. 概説

スクリーンスピーカには、一般的に以下の法則が当てはまります。

1. スクリーンスピーカは垂直に設置し、ホーンがスクリーンの高さの1/2～2/3の間にくるようにします。

2. ホーンの縁とスクリーンとの距離が5～7cm(2～3 inch)以内になるように、スクリーンスピーカを配置しま

す。

3. ロゴや光沢のあるフレームのような反射部分は艶消しの黒で塗装して、スクリーン越しに見えないようにしま

す。

4. スピーカの取り付け台は頑丈で、がたつきが全くないものにします。垂直方向に露出する面はすべて、吸

音材で仕上げます。

5. スクリーン後ろの他の壁部分はすべて、吸音材で仕上げます。

B. 取り付け台とバッフルの構築

THXシステムが指定された場合は、垂直バッフルの細部すべてに注意を払います。こうした指定がない場合は、設置業

者は費用に応じて単一の大型の取り付け台か、小型の取り付け台を複数構築することになります。図23は、スクリーン

の後ろで使用する取り付け台の詳細です。スピーカはカーペットか同様の素材の上に設置して、がたつきを防ぎます。エ

ンクロージャは動かないように、アングル金具を使ってしっかり固定します。

可能であれば、図24のような大型のウィングをスピーカシステムの間に設置します。表面は、吸音材で仕上げるのが理

想的です。これは、スクリーン後ろで露出する壁面は、吸音材で仕上げる必要があるのと同様です。

スクリーンスピーカは横方向に間隔をとり、優れたステレオイメージが得られるようにします。すべてのスクリーンスピーカは、

劇場の中央線上で劇場の長さの2/3の距離の点を向くようにします。したがって、左右のスクリーンスピーカは、スクリー

ンの曲率に拘わらず内側を向くことになります。このため、劇場の端の方に着席している観客も、適切なステレオイメー

ジを得ることができます。様々なアスペクト比の下でのマスキングの必要性を考慮しながらも、左右のスピーカの間隔は十

分に広げて、最も画面幅の広い方式でも理想的なステレオ再生が行われるようにします。マスキングの材質は音響的に
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フレームの寸法は、エンク
ロージャ底面よりわずかに
大きくなっています。� 上面は、12.7mm厚の

合板を張っています。�

フレームおよび脚部は50.8mm×
101.6mmの板材。�
支柱は25.4mm×101.6mmの板材。� 支柱は4面すべてに必要です。�

101.6mm×203.2mm, 25.4mm厚パーティクルボード�

前面図�

上面図�

パネルと4508エンクロージャは、�
それぞれを図のようにネジ止め。�

76.2mm×101.6mmの支柱を追加。�
(各バッフルの後部に3ケ所)

50.8mm×101.6mmの支持材を�
バッフルの後ろ側に取り付け。�

図23    取り付け台 図24    スクリーンスピーカの間のウィング

透明なものを使用し、マスキングがあるときにも高域の損失がほとんどないようにします。スピーカの間隔の広さは、画面

幅の狭い方式で使用した場合でも全く問題はなく、望ましいことさえあります(参考文献5)。

C. サブウーファの設置

サブウーファは、スクリーンスピーカ下の床上に設置し、可能であれば垂直の壁かバッフルを背にするように配置すれば、

最良の結果を得ることができます。複数のサブウーファをクラスタにまとめ、がたつきを防ぐためゴム製のパッドの上に載

せます。

D. サラウンドの設置

JBL 2502取り付け金具は、8330および8340サラウンドシステムの両方に対応しています。投射方向を水平にするか

下向きに15 傾゚けるかによって、スピーカの取り付け方法を選択します。

8330および8340サラウンドシステムの電気特性スイッチは、映画用ではISO 2969 X曲線に合わせます。サラウンド

システムの取り付けの詳細を図25に、また8340の分解組立図を図26に示します。
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図25    8300シリーズ・サラウンドスピーカで使用する2502壁面取り付け金具

JBL 8340

図26    JBL 8340の分解組立図
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VI.    電気的インタフェース

A. 非バイアンプ設置での配線

このマニュアルでこれまで取り上げた配線図はすべて、非バイアンプのパワーアンプ1台によるものです。必要に応じて

スズメッキをしたケーブルやラグ端子を使用し、すべての接続が適切に行われるよう注意を払います。ケーブルは、パワー

アンプとスピーカの間の損失が0.5dBを超えないゲージのものを選択します。ケーブル損失の計算は、VI-Dの項で説明

します。

B. バイアンプ設置での配線図

3本のスクリーンチャンネルのうち1本を、バイアンプで設置したときの配線が図27です。ここでは、高域と低域の出力

を持った一般的なクロスオーバを示しました。現在ではこのために、入力にクロスオーバ機能を持つステレオパワーアンプ

が使われるようになっています。JBLのMPAシリーズ・パワーアンプでは、「オープン入力アーキテクチャ」オプションの

IM-12モジュールが、この目的に使用できます。

* - ネジ止め端子への配線はラグ端子を使用します。�

* - 16Ω動作時�

** - ドライバ保護用コンデンサ�

コンデンサ容量�

36 µF

24 µF

62772-0360

62772-0240

500 Hz

800 Hz

JBLパーツ番号� クロスオーバ周波数 *

赤�

黒�

+
-

+
-

+
-

+
-

*
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高域�CPUから�
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低域�

*
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*

ステレオパワーアンプ�

*

*

+
-

+
-

+
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黒�

+**

-

赤�

黒�
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赤�
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図27    バイアンプシステムの配線図

バイアンプ設置を完成するには、ステレオパワーアンプが5台必要です。3台はスクリーンチャンネルに、残りはサラウン

ドとサブウーファチャンネルにそれぞれ使用します。ステレオパワーアンプをサラウンドチャンネル専用に使用すれば、ステ

レオ動作(スプリット・サラウンド)に再構成することが容易になります。

典型的な3チャンネルのパッシブおよびバイアンプ映画用システムを、図28および29にそれぞれ示します。この例はシ

ステム仕様のガイドラインとして役立ちますが、正確なシステム構成は資格のある映画用システムの技術者が行う必要が

あります。
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図28    パッシブ・ネットワークによる典型的な映画用システム
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図29    バイアンプによる典型的な映画用システム
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C. サラウンドチャンネルの配線

スプリット・サラウンドを使用するか否かに拘わらず、サラウンド用にもステレオパワーアンプを使うことをJBLでは推奨して

います。これは、概してパワーアンプとスピーカのマッチングがよくなり、スプリット・サラウンドが必要になった場合にも容

易であるという、単純な理由によるものです。

サラウンドのアレイに4Ωのスピーカが12本あるとすると、図30Aのように映写室で直列=並列(シリーズ=パラレル)接

続して、片側6Ωのインピーダンスにすることができます。JBL 8340のような8Ωのスピーカが12本ある場合は、直列

=並列(シリーズ=パラレル)接続して、片側5.3Ωのインピーダンスにすることができます。どちらの配線方法でも、すべ

てのスピーカに同等の信号を供給できます。
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-� +�
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図30A    直列=並列(シリーズ=パラレル)配線 図30B    映写室の端子板での配線

すべての8340に、100～150Wを割り当てるようにします。このため片側5.3Ωの構成では、それぞれのスピーカに約

150Wを供給しながら5.3Ωの負荷に対応できる、モデルMPX1200が適当です。

片側6Ωの構成では、スピーカ1本に約100Wを供給できるMPA750を指定できます。

一般に、サラウンドスピーカの直列=並列(シリーズ=パラレル)負荷を決めることは、映画用システムの現場作業と同じ

くらい複雑です。システム設計者は、パワーアンプの負荷に関する製造メーカの仕様をよく確認しなければなりません。最

近のトランジスタ・パワーアンプはたいてい4Ωの定格を持っているので、設計者が確認する必要があるのは以下の点だ

けです。

1. 通常の動作でパワーアンプが過負荷にならないこと。

2. 各スピーカの信号入力は、その電力定格内であること。

図30Aと30Bは、JBL 8330および8340システムの直列=並列(シリーズ=パラレル)配線です。
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D. ケーブルのゲージとライン損失の計算

ライン損失は、負荷でのレベル損失が0.5dBを越えないように設定することが慣例上必要とされています。これを満足す

る最も細いケーブルのゲージを決定する計算を行うとき注意しなければならないのは、スピーカでの損失は、ケーブルでの

実際の損失はもちろん、ラインに抵抗が追加されたことによって起こるインピーダンスのミスマッチによっても起こることで

す。

以下の方程式を使って、この両方の要素を考慮したスピーカでの損失をdB単位で決定することができます。

損失(dB) = 20 log { RL / ( RL + 2 R1 ) }

ここで、R1は負荷までの2本のケーブルのそれぞれの抵抗、RLは公称負荷インピーダンスです。

この計算方法の詳細を図31に示します。ケーブル損失を計算する最も簡単な方法は、試しにケーブルのゲージを選ん

で損失を計算し、設計基準を満足するまでケーブルのゲージを増減させることを繰り返す方法です。

R1

Ein = 8V

例題:
負荷が8Ωのとき、AWG #14ケーブル50mのパワー損失を求めなさい。�
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300
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負荷への電力 = = 6.56W( 7.25 )2�
8

dB損失 = 10 log ( ) = -0.86dB6.56�
8

図31    ケーブル損失の計算

E. ネットワークの特性

パッシブ・ネットワークの第一の目的は、個々の周波数帯域を目的のトランスデューサに供給することです。さらに、実際

のクロスオーバではある程度のレベル調整(通常は高域部のみ)ができるようになっていて、感度の異なるエレメントを同時

に使用できます。最近のネットワーク設計には、高域のパワー特性のイコライゼーション機能が追加されていますが、高

域および低域エレメントの特性をクロスオーバ周波数で正しく組み合わせるため、ある程度の時間オフセット(通常は低域

部)ができるパッシブ・ネットワークはほとんどありません。アクティブ・ネットワークは様々な機能を電子的に行い、バイア

ンプで使用されます。

ネットワークのカットオフ周波数でのスロープは、その次数(オーダー)によって決まります。カットオフは、次数ごとに6dB/

octです。したがって、クロスオーバ領域での変化は3次ネットワークで18dB/oct、4次ネットワークで24dB/octになりま

す。
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JBLの映画用スピーカシステムを現場で組み立てる時、非バイアンプ・モードで見られる最も一般的な誤りは、ネットワー

クの配線ミスです。ネットワークの詳細は図18に明示していますので、このデータを注意深く見てください。

図32Aと32Bは、典型的な映画用クロスオーバの高域と低域の特性曲線です。図32Aの曲線は12dB/octのスロー

プで、2360Aシリーズ・ユニフォーム・カバレージ・ホーンの高域パワー特性のイコライゼーションが施されています。図

32Bの曲線は、18dB/octのスロープです。

周波数 (Hz)

A. 500Hz、12dB/oct、2360Aシリーズ・ホーン用電力特性補正後� B. 500Hz、18dB/oct、2360Aシリーズ・ホーン用電力特性補正後�

周波数 (Hz)

図32    典型的なアクティブ・クロスオーバの高域および低域特性曲線

F. システムの設定と点検

システム性能に関する問題の大部分は、正しい設計手順と適切な組み立てを通じて避けることができます。すべてがうま

く行けば、システムは機能し、現場のスタッフはシステムの最終較正とイコライゼーションに進むことができます。以下の

点は、すぐにわかります。

1. スピーカを組み立てたら、工場であろうと現場であろうとバズ・ノイズやがたつきがないことを確かめるため、

発振器とパワーアンプを組み合わせてテストします。欠陥部品は交換します。

2. スピーカケーブルを配線したら、スピーカ側の端をショートして、映写室側で抵抗値を測定します。問題が

あれば修正します。

3. システムの調整を行う前に、システムのゲイン損失図を用意します。この例を図33に示します。ここには、

非バイアンプ・システムのスクリーンチャンネルにおける、ゲインと損失の分配が示されています。たいて

いの映画用システムは基本構成が同じなので、一度基本を作ってしまえばよいことになります。
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図33    映画用システムのBチェインの典型的なゲイン損失図

このシステムのゲイン損失図は、システム内の各コンポーネントの最大出力レベルやノイズフロアを、はっきりと表示して

いる点に注意してください。チェインを通じて可能な限り広いダイナミックレンジを確保することが、適切なシステム技術の

目的です。パワーアンプより前段の電子機器は、パワーアンプ自体が最大出力に達する前には、歪みを発生させてはな

りません。さらに、システムのノイズフロアは、それがプリアンプで確定された後は妥協してはならず、チェインの以降の

点で信号レベルが低くなりすぎてはいけません。ゲイン損失図は、こうした点すべてを確実にする上で便利な方法です。

Aチェインの較正はすべて、映画用機器のメーカが供給する各種のマニュアルに示された方法に従って行います。
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