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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気ギャップの形成された磁気回路と、前記磁気ギャップに配置されるボイスコイルユ
ニットと、該ボイスコイルユニットに連結される振動板とを有するスピーカ装置であって
、
　前記ボイスコイルユニットは、
　平面状可撓性基材の表面にボイスコイル配線パターンの形成されたボイスコイル部と、
　前記平面状可撓性基材において前記ボイスコイル部の両端部から続いて形成され、前記
ボイスコイル部を弾性支持する第１支持部及び第２支持部とを有し、
　前記ボイスコイル部が前記磁気ギャップ内でその面方向の振動が可能となるように前記
第１支持部及び第２支持部それぞれの前記ボイスコイル部と逆側の端部が固定部位に固定
され、
　前記第１支持部及び第２支持部のそれぞれは、前記固定部位に固定される前記端部から
立ち上がって下がるように湾曲した形状にて前記ボイスコイル部を弾性支持するスピーカ
装置。
【請求項２】
　前記ボイスコイルユニットの前記第１支持部及び前記第２支持部の少なくとも一方の前
記固定部位に固定される前記端部には、接続点が形成され、前記端部に該接続点の形成さ
れた前記第１支持部及び前記第２支持部の少なくとも一方に前記ボイスコイル配線パター
ンから前記接続点に続く配線パターンが形成されている請求項１記載のスピーカ装置。
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【請求項３】
　前記磁気回路を構成する部品が位置決め固定される位置決め部材を有し、
　前記ボイスコイルユニットの前記第１支持部及び前記第２支持部それぞれの前記端部が
固定される前記固定部位は、前記位置決め部材に設定されている請求項１または２記載の
スピーカ装置。
【請求項４】
　前記接続点が形成される前記ボイスコイルユニットの前記第１支持部材及び前記第２支
持部材の少なくとも一方の前記端部が固定される前記固定部位は凹部に設定され、
　前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部材が前記凹部に嵌め込まれることにより
、当該端子部材を介して外部からの音声信号が前記ボイスコイル配線パターンに供給され
る請求項２記載のスピーカ装置。
【請求項５】
　磁気ギャップの形成された磁気回路と、前記磁気ギャップに配置されるボイスコイルユ
ニットと、該ボイスコイルユニットに連結される振動板とを有するスピーカ装置であって
、
　前記磁気回路には、対向する２つの磁気ギャップが形成されており、
　前記ボイスコイルユニットは、
　平面状可撓性基材の表面に第１ボイスコイル配線パターンの形成された第１ボイスコイ
ル部と、
　平面状可撓性基材の表面に第２ボイスコイル配線パターンの形成された第２ボイスコイ
ル部と、
　前記平面状可撓性基材において前記第１ボイスコイル部の両端部から続いて形成され、
前記第１ボイスコイル部を弾性支持する第１第１支持部及び第２第１支持部と、
　前記平面状可撓性基材において前記第２ボイスコイル部の両端部から続いて形成され、
前記第２ボイスコイル部を弾性支持する第１第２支持部及び第２第２支持部とを有し、
　前記第１ボイスコイル部が一方の磁気ギャップ内でその面方向の振動が可能となるよう
に前記第１第１支持部及び第２第１支持部それぞれの前記第１ボイスコイル部と逆側の端
部が固定部位に固定され、
　前記第２ボイスコイル部が他方の磁気ギャップ内でその面方向の振動が可能となるよう
に前記第１第２支持部及び第２第２支持部それぞれの前記第２ボイスコイル部と逆側の端
部が固定部位に固定され、
　前記第１第１支持部及び前記第２第１支持部のそれぞれは、前記固定部位に固定される
前記端部から立ち上がって下がるように湾曲した形状にて前記第１ボイスコイル部を弾性
支持するとともに、
　前記第１第２支持部及び前記第２第２支持部のそれぞれは、前記固定部位に固定される
前記端部から立ち上がって戻るように湾曲した形状にて前記第２ボイスコイル部を弾性支
持するスピーカ装置。
【請求項６】
　前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部及び前記第２第１支持部の少なくとも
一方の前記固定部位に固定される前記端部には、接続点が形成され、前記端部に該接続点
の形成された前記第１第１支持部及び前記第２第１支持部の少なくとも一方に前記第１ボ
イスコイル配線パターンから前記接続点に続く配線パターンが形成されている請求項５記
載のスピーカ装置。
【請求項７】
　前記ボイスコイルユニットの前記第１第２支持部及び前記第２第２支持部の少なくとも
一方の前記固定部位に固定される前記端部には、接続点が形成され、前記端部に該接続点
の形成された前記第１第２支持部及び前記第２第２支持部の少なくとも一方に前記第２ボ
イスコイル配線パターンから前記接続点に続く配線パターンが形成されている請求項５ま
たは６記載のスピーカ装置。
【請求項８】
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　前記磁気回路を構成する部品が位置決め固定される位置決め部材を有し、
　前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部及び第２第１支持部それぞれの端部が
固定される固定部位と、前記ボイスコイルユニットの前記第１第２支持部及び第２第２支
持部それぞれの端部が固定される固定部位とは、前記位置決め部材に設定されている請求
項５乃至７のいずれかに記載のスピーカ装置。
【請求項９】
　前記接続点が形成される前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部及び前記第２
第１支持部の少なくとも一方の前記端部が固定される前記固定部位は凹部に設定され、
　前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部材が前記凹部に嵌め込まれることにより
、当該端子部材を介して外部から音声信号が前記第１ボイスコイル配線パターンに供給さ
れる請求項６記載のスピーカ装置。
【請求項１０】
　前記接続点が形成される前記ボイスコイルユニットの前記第１第２支持部及び前記第２
第２支持部の少なくとも一方の前記端部が固定される前記固定部位は凹部に設定され、
　前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部材が前記凹部に嵌め込まれることにより
、当該端子部材を介して外部から音声信号が前記第２ボイスコイル配線パターンに供給さ
れる請求項７記載のスピーカ装置。
【請求項１１】
　前記第１ボイスコイル部の一端部から続く第１第１支持部と、前記第２ボイスコイル部
の一端部から続く第１第２支持部とは連続的に形成され、前記第１第１支持部と前記第１
第２支持部との境界部が第１固定部位に固定され、
　前記第１ボイスコイル部の他端部に続く第２第１支持部と、前記第２ボイスコイル部の
他端部から続く第２第２支持部とは連続的に形成され、前記第２第１支持部と前記第２第
２支持部との境界部が第２固定部位に固定された請求項５記載のスピーカ装置。
【請求項１２】
　前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部と前記第１第２支持部との前記境界部
及び前記ボイスコイルユニットの前記第２第１支持部と前記第２第２支持部との前記境界
部の少なくとも一方に、接続点が形成され、前記第１ボイスコイル配線パターン及び前記
第２ボイスコイル配線パターンから前記接続点に続く配線パターンが、前記第１第１支持
部と第１第２支持部及び第２第１支持部と第２第２支持部の少なくとも一方に形成されて
いる請求項１１記載のスピーカ装置。
【請求項１３】
　前記磁気回路を構成する部品が位置決め固定される位置決め部材を有し、
　前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部と前記第１第２支持部との前記境界部
が固定される第１固定部位と、前記ボイスコイルユニットの前記第２第１支持部と前記第
２第２支持部との前記境界部が固定される第２固定部とは、前記位置決め部材に設定され
ている請求項１１または１２記載のスピーカ装置。
【請求項１４】
　前記接続点が形成される前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部と前記第１第
２支持部との前記境界部及び前記ボイスコイルユニットの前記第２第１支持部と前記第２
第２支持部との前記境界部の少なくとも一方が固定される前記第１固定部位及び前記第２
固定部位の少なくとも一方は凹部に設定され、
　前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部材が前記凹部に嵌め込まれることにより
、前記端子部材を介して外部から音声信号が前記第１ボイスコイル配線パターン及び前記
第２配線パターンに供給される請求項１２記載のスピーカ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気回路にて発生する磁界とボイスコイルを流れる音声信号電流との相互作
用によってボイスコイルに連結される振動板を振動させて音を出力するスピーカ装置に関
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する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、角形状で薄型のスピーカ装置が提案されている（特許文献１参照）。このスピー
カ装置では、ボイスコイルの形成された平面状の駆動板（ボイスコイルユニット）が２つ
のマグネットによって形成された磁気ギャップ内に配置され、該駆動板の一端部が平面振
動板の裏面に取り付けられた構造となっている。そして、前記駆動板が磁気ギャップ内で
その面に平行な方向に振動可能となるように当該駆動板の他端部が支持材によって弾力的
に支持されている。このような構造により、ボイスコイルに供給される音声信号と磁気ギ
ャップを横切る磁束との相互作用によって、前記駆動板がその面に平行な方向に振動し、
当該駆動板が取り付けられた平面振動板が振動することにより前記音声信号に応じた音が
出力される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開昭５８－４８１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前述した従来のスピーカ装置では、平面的に延びる駆動板（ボイスコイルユニ
ット）の平面振動板に取り付けられる端部と逆側の端部が支持材によって弾力的に支持さ
れるようになっているので、駆動板（ボイスコイルユニット）がその面に平行な方向に大
きな振幅を得ることが難しい。このため、大きな音声出力を得ることが難しい。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、ボイスコイルユニットがより大き
い振幅にて振動可能なスピーカ装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係るスピーカ装置は、磁気ギャップの形成された磁気回路と、前記磁気ギャッ
プに配置されるボイスコイルユニットと、該ボイスコイルユニットに連結される振動板と
を有するスピーカ装置であって、前記ボイスコイルユニットは、平面状可撓性基材の表面
にボイスコイル配線パターンの形成されたボイスコイル部と、前記平面状可撓性基材にお
いて前記ボイスコイル部の両端部から続いて形成され、前記ボイスコイル部を弾性支持す
る第１支持部及び第２支持部とを有し、前記ボイスコイル部が前記磁気ギャップ内でその
面方向の振動が可能となるように前記第１支持部及び第２支持部それぞれの前記ボイスコ
イル部と逆側の端部が固定部位に固定され、前記第１支持部及び第２支持部のそれぞれは
、前記固定部位に固定される前記端部から立ち上がって下がるように湾曲した形状にて前
記ボイスコイル部を弾性支持するように構成される。
【０００７】
　このような構成により、磁気回路に形成された磁気ギャップ内に配置されるボイスコイ
ル部の両端部から続く第１支持部及び第２支持部のそれぞれが、固定部位に固定されるそ
の端部から立ち上がって下がるように湾曲した形状にて当該ボイスコイル部を弾性支持し
ているので、前記ボイスコイル部が前記磁気ギャップ内でその面方向に振動する際に、前
記第１支持部及び前記第２支持部のそれぞれが前記ボイスコイル部の振動に追従して湾曲
した形状を変形させつつ前記ボイスコイル部の振動が維持されるようになる。
【０００８】
　本発明に係るスピーカ装置において、前記ボイスコイルユニットの前記第１支持部及び
前記第２支持部の少なくとも一方の前記固定部位に固定される前記端部には、接続点が形
成され、前記端部に該接続点の形成された前記第１支持部及び前記第２支持部の少なくと
も一方に前記ボイスコイル配線パターンから前記接続点に続く配線パターンが形成されて
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いる構成とすることができる。
【０００９】
　このような構成により、固定部位に固定されるボイスコイルユニットの第１支持部及び
第２支持部の少なくとも一方の端部にボイスコイル配線パターンにつながる接続点が形成
されるので、該接続点を介してボイスコイル配線パターンに音声信号を供給するリード線
をボイスコイル部の振動の影響を受けることなく配することができるようになる。
【００１０】
　また、本発明に係るスピーカ装置において、前記磁気回路を構成する部品が位置決め固
定される位置決め部材を有し、前記ボイスコイルユニットの前記第１支持部及び前記第２
支持部それぞれの前記端部が固定される前記固定部位は、前記位置決め部材に設定されて
いる構成とすることができる。
【００１１】
　このような構成により、ボイスコイル部を弾性支持する第１支持部及び第２支持部それ
ぞれの端部が、磁気回路を構成する部品が位置決め固定される位置決め部材に固定される
ので、磁気回路及びボイスコイルユニットの組付けを容易に行うことができるようになる
。
【００１２】
　更に、本発明に係るスピーカ装置において、前記接続点が形成される前記ボイスコイル
ユニットの前記第１支持部材及び前記第２支持部材の少なくとも一方の前記端部が固定さ
れる前記固定部位は凹部に設定され、前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部材が
前記凹部に嵌め込まれることにより、当該端子部材を介して外部からの音声信号が前記ボ
イスコイル配線パターンに供給される構成とすることができる。
【００１３】
　このような構成により、ボイスコイルユニットの第１支持部及び第２支持部の少なくと
も一方の端部が固定される固定部位が設定された凹部に端子部材を嵌め込むことにより、
該端子部材を介してボイスコイル配線パターンに音声信号が供給されるようになるので、
半田付けすることなしに、前記ボイスコイル配線パターンに音声信号を供給することがで
きるようになる。
【００１４】
　本発明に係るスピーカ装置は、磁気ギャップの形成された磁気回路と、前記磁気ギャッ
プに配置されるボイスコイルユニットと、該ボイスコイルユニットに連結される振動板と
を有するスピーカ装置であって、前記磁気回路には、対向する２つの磁気ギャップが形成
されており、前記ボイスコイルユニットは、平面状可撓性基材の表面に第１ボイスコイル
配線パターンの形成された第１ボイスコイル部と、平面状可撓性基材の表面に第２ボイス
コイル配線パターンの形成された第２ボイスコイル部と、前記平面状可撓性基材において
前記第１ボイスコイル部の両端部から続いて形成され、前記第１ボイスコイル部を弾性支
持する第１第１支持部及び第２第１支持部と、前記平面状可撓性基材において前記第２ボ
イスコイル部の両端部から続いて形成され、前記第２ボイスコイル部を弾性支持する第１
第２支持部及び第２第２支持部とを有し、前記第１ボイスコイル部が一方の磁気ギャップ
内でその面方向の振動が可能となるように前記第１第１支持部及び第２第１支持部それぞ
れの前記第１ボイスコイル部と逆側の端部が固定部位に固定され、前記第２ボイスコイル
部が他方の磁気ギャップ内でその面方向の振動が可能となるように前記第１第２支持部及
び第２第２支持部それぞれの前記第２ボイスコイル部と逆側の端部が固定部位に固定され
、前記第１第１支持部及び前記第２第１支持部のそれぞれは、前記固定部位に固定される
前記端部から立ち上がって下がるように湾曲した形状にて前記第１ボイスコイル部を弾性
支持するとともに、前記第１第２支持部及び前記第２第２支持部のそれぞれは、前記固定
部位に固定される前記端部から立ち上がって戻るように湾曲した形状にて前記第２ボイス
コイル部を弾性支持する構成となる。
【００１５】
　このような構成により、磁気回路に形成された一方の磁気ギャップに配置される第１ボ
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イスコイル部の両端部から続く第１第１支持部及び第２第１支持部のそれぞれが、固定部
位に固定されるその端部から立ち上がって下がるように湾曲した形状にて当該第１ボイス
コイル部を弾性支持し、磁気回路に形成された他方の磁気ギャップに配置される第２ボイ
スコイル部の両端部から続く第１第２支持部及び第２第２支持部のそれぞれが、固定部位
に固定されるその端部から立ち上がって下がるように湾曲した形状にて当該第２ボイスコ
イル部を弾性支持するので、前記第１ボイスコイル部及び前記第２ボイスコイル部が磁気
ギャップ内でそれらの面方向に振動する際に、前記第１第１支持部及び第２第１支持部の
それぞれが前記第１ボイスコイル部の振動に追従して湾曲した形状を変形させつつ前記第
１ボイスコイル部の振動が維持され、また、前記第１第２支持部及び第２第２支持部のそ
れぞれが前記第２ボイスコイル部の振動に追従して湾曲した形状を変形させつつ前記第２
ボイスコイル部の振動が維持されるようになる。
【００１６】
　本発明に係るスピーカ装置において、前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部
及び前記第２第１支持部の少なくとも一方の前記固定部位に固定される前記端部には、接
続点が形成され、前記端部に該接続点の形成された前記第１第１支持部及び前記第２第１
支持部の少なくとも一方に前記第１ボイスコイル配線パターンから前記接続点に続く配線
パターンが形成されている構成とすることができる。
【００１７】
　このような構成により、固定部位に固定されるボイスコイルユニットの第１第１支持部
及び第２第１支持部の少なくとも一方の端部に第１ボイスコイル配線パターンにつながる
接続点が形成されるので、該接続点を介して第１ボイスコイル配線パターンに音声信号を
供給するリード線を第１ボイスコイル部の振動の影響を受けることなく配することができ
るようになる。
【００１８】
　また、本発明に係るスピーカ装置において、前記ボイスコイルユニットの前記第１第２
支持部及び前記第２第２支持部の少なくとも一方の前記固定部位に固定される前記端部に
は、接続点が形成され、前記端部に該接続点の形成された前記第１第２支持部及び前記第
２第２支持部の少なくとも一方に前記第２ボイスコイル配線パターンから前記接続点に続
く配線パターンが形成されている構成とすることができる。
【００１９】
　このような構成により、固定部位に固定されるボイスコイルユニットの第１第２支持部
及び第２第２支持部の少なくとも一方の端部に第２ボイスコイル配線パターンにつながる
接続点が形成されるので、該接続点を介して第２ボイスコイル配線パターンに音声信号を
供給するリード線を第２ボイスコイル部の振動の影響を受けることなく配することができ
るようになる。
【００２０】
　また、本発明に係るスピーカ装置において、前記磁気回路を構成する部品が位置決め固
定される位置決め部材を有し、前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部及び第２
第１支持部それぞれの端部が固定される固定部位と、前記ボイスコイルユニットの前記第
１第２支持部及び第２第２支持部それぞれの端部が固定される固定部位とは、前記位置決
め部材に設定されている構成とすることができる。
【００２１】
　このような構成により、第１ボイスコイル部を弾性支持する第１第１支持部及び第２第
１支持部それぞれの端部が、磁気回路を構成する部品が位置決め固定される位置決め部材
に固定され、また、第２ボイスコイル部を弾性支持する第１第２支持部及び第２第２支持
部それぞれの端部が、前記位置決め部材に固定されるので、磁気回路及びボイスコイルユ
ニットの組付けを容易に行うことができるようになる。
【００２２】
　更に、本発明に係るスピーカ装置において、前記接続点が形成される前記ボイスコイル
ユニットの前記第１第１支持部及び前記第２第１支持部の少なくとも一方の前記端部が固
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定される前記固定部位は凹部に設定され、前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部
材が前記凹部に嵌め込まれることにより、当該端子部材を介して外部から音声信号が前記
第１ボイスコイル配線パターンに供給される構成とすることができる。
【００２３】
　このような構成により、ボイスコイルユニットの第１第１支持部及び第２第１支持部の
少なくとも一方の端部が固定される固定部位が設定された凹部に端子部材を嵌め込むこと
により、該端子部材を介して第１ボイスコイル配線パターンに音声信号が供給されるよう
になるので、半田付けすることなしに、前記第１ボイスコイル配線パターンに音声信号を
供給することができるようになる。
【００２４】
　また、本発明に係るスピーカ装置において、前記接続点が形成される前記ボイスコイル
ユニットの前記第１第２支持部及び前記第２第２支持部の少なくとも一方の前記端部が固
定される前記固定部位は凹部に設定され、前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部
材が前記凹部に嵌め込まれることにより、当該端子部材を介して外部から音声信号が前記
第２ボイスコイル配線パターンに供給される構成とすることができる。
【００２５】
　このような構成により、ボイスコイルユニットの第１第２支持部及び第２第２支持部の
少なくとも一方の端部が固定される固定部位が設定された凹部に端子部材を嵌め込むこと
により、該端子部材を介して第２ボイスコイル配線パターンに音声信号が供給されるよう
になるので、半田付けすることなしに、前記第２ボイスコイル配線パターンに音声信号を
供給することができるようになる。
【００２６】
　更に、本発明に係るスピーカ装置において、前記第１ボイスコイル部の一端部から続く
第１第１支持部と、前記第２ボイスコイル部の一端部から続く第１第２支持部とは連続的
に形成され、前記第１第１支持部と前記第１第２支持部との境界部が第１固定部位に固定
され、前記第１ボイスコイル部の他端部に続く第２第１支持部と、前記第２ボイスコイル
部の他端部から続く第２第２支持部とは連続的に形成され、前記第２第１支持部と前記第
２第２支持部との境界部が第２固定部位に固定された構成とすることができる。
【００２７】
　このような構成により、第１ボイスコイル部に続く第１第１支持部及び第２第１支持部
と、第２ボイスコイル部に続く第１第２支持部及び第２第２支持部が連続的に形成される
ので、第１ボイスコイル部、第２ボイスコイル部、第１第１支持部、第２第１支持部、第
１第２支持部及び第２第２支持部を単一の平面状可撓性基材から構成することができ、ボ
イスコイルユニットの構造がより簡単なものとなり得る。
【００２８】
　また、第１ボイスコイル部及び第２ボイスコイル部の一端部から続く第１第１支持部及
び第１第２支持部のそれぞれが、第１固定部位に固定されるそれらの境界部から立ち上が
って下がるように湾曲した形状にて当該第１ボイスコイル部及び第２ボイスコイル部の一
端部を弾性支持し、第１ボイスコイル部及び第２ボイスコイル部の他端部から続く第２第
１支持部及び第２第２支持部のそれぞれが、第２固定部位に固定されるそれらの境界部か
ら立ち上がって下がるように湾曲した形状にて当該第１ボイスコイル部及び第２ボイスコ
イル部の他端部を弾性支持するので、前記第１ボイスコイル部及び前記第２ボイスコイル
部が磁気ギャップ内でそれらの面方向に振動する際に、前記第１第１支持部及び第２第１
支持部のそれぞれが前記第１ボイスコイル部の振動に追従して湾曲した形状を変形させつ
つ前記第１ボイスコイル部の振動が維持され、また、前記第１第２支持部及び第２第２支
持部のそれぞれが前記第２ボイスコイル部の振動に追従して湾曲した形状を変形させつつ
前記第２ボイスコイル部の振動が維持されるようになる。
【００２９】
　また、本発明に係るスピーカ装置において、前記ボイスコイルユニットの前記第１第１
支持部と前記第１第２支持部との前記境界部及び前記ボイスコイルユニットの前記第２第
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１支持部と前記第２第２支持部との前記境界部の少なくとも一方に、接続点が形成され、
前記第１ボイスコイル配線パターン及び前記第２ボイスコイル配線パターンから前記接続
点に続く配線パターンが、前記第１第１支持部と第１第２支持部及び第２第１支持部と第
２第２支持部の少なくとも一方に形成されている構成とすることができる。
【００３０】
　このような構成により、第１及び第２固定部位に固定される第１第１支持部と第１第２
支持部との境界部及び第２第１支持部と第２第２支持部との前記境界部の少なくとも一方
に第１ボイスコイル配線パターン及び第２ボイスコイル配線パターンから前記接続点に続
く配線パターンが、前記第１第１支持部と第１第２支持部及び第２第１支持部と第２第２
支持部の少なくとも一方に形成されているので、該接続点を介して第１ボイスコイル配線
パターン及び第２ボイスコイル配線パターンに音声信号を供給するリード線を第１ボイス
コイル部及び第２ボイスコイル部の振動の影響を受けることなく配することができるよう
になる。
【００３１】
　また、本発明に係るスピーカ装置において、前記磁気回路を構成する部品が位置決め固
定される位置決め部材を有し、前記ボイスコイルユニットの前記第１第１支持部と前記第
１第２支持部との前記境界部が固定される第１固定部位と、前記ボイスコイルユニットの
前記第２第１支持部と前記第２第２支持部との前記境界部が固定される第２固定部とは、
前記位置決め部材に設定されている構成とすることができる。
【００３２】
　このような構成により、第１ボイスコイル部を弾性支持する第１第１支持部と第２ボイ
スコイル部を弾性支持する第１第２支持部との前記境界部と、第１ボイスコイル部を弾性
支持する第２第１支持部と第２ボイスコイル部を弾性支持する前記第２第２支持部との前
記境界部とが、磁気回路を構成する部品が位置決め固定される位置決め部材に固定される
ので、磁気回路及びボイスコイルユニットの組付けを容易に行うことができるようになる
。
【００３３】
　更に、本発明に係るスピーカ装置において、前記接続点が形成される前記ボイスコイル
ユニットの前記第１第１支持部と前記第１第２支持部との前記境界部及び前記ボイスコイ
ルユニットの前記第２第１支持部と前記第２第２支持部との前記境界部の少なくとも一方
が固定される前記第１固定部位及び前記第２固定部位の少なくとも一方は凹部に設定され
、前記接続点に接合すべき接続点を有する端子部材が前記凹部に嵌め込まれることにより
、前記端子部材を介して外部から音声信号が前記第１ボイスコイル配線パターン及び前記
第２配線パターンに供給される構成とすることができる。
【００３４】
　このような構成により、ボイスコイルユニットの第１第１支持部と第１第２支持部との
前記境界部及び第２第１支持部と第２第２支持部との前記境界部の少なくとも一方が固定
される前記第１固定部位及び前記第２固定部位の少なくとも一方が設定された凹部に端子
部材を嵌め込むことにより、該端子部材を介して第１ボイスコイル配線パターン及び第２
ボイスコイル配線パターンに音声信号が供給されるようになるので、半田付けすることな
しに、前記第１ボイスコイル配線パターン及び前記第２ボイス配線パターンに音声信号を
供給することができるようになる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明に係るスピーカ装置によれば、ボイスコイル部が磁気ギャップ内でその面方向に
振動する際に、第１支持部及び第２支持部のそれぞれが前記ボイスコイル部の振動に追従
して湾曲した形状を変形させつつ前記ボイスコイル部の振動が維持されるようになるので
、前記第１支持部及び前記第２支持部の立ち上がって下がるように湾曲した形状が変形す
る分、それらに弾性支持されるボイスコイル部の振動の振幅を大きくすることができる。
よって、ボイスコイルユニットがより大きい振幅にて振動可能となるスピーカ装置を実現
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することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るボイスコイルユニットが適用されるスピーカ装
置の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示すスピーカ装置のＡ線で切断した断面構造を示す断面図である。
【図３】第１内ヨークの構造を示す斜視図である。
【図４】磁石板を示す斜視図である。
【図５】第２内ヨークの構造を示す斜視図である。
【図６Ａ】第１位置決め部材の構造を示す斜視図である。
【図６Ｂ】第２位置決め部材の構造を示す斜視図である。
【図７】第１外ヨーク及び第２外ヨークを対にして示す斜視図である。
【図８】フレーム部材の構造を示す斜視図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係るボイスコイルユニットの構造を示す斜視図であ
る。
【図１０】ダンパー部材の構造を示す斜視図である。
【図１１】振動板を示す斜視図である。
【図１２】第１横エッジ部と第２横エッジ部とを対にして示す斜視図である。
【図１３Ａ】ボイスコイルユニットに形成されるボイスコイル配線パターンの一例を示す
平面図である。
【図１３Ｂ】ボイスコイルユニットに形成されるボイスコイル配線パターンの他の一例を
示す平面図である。
【図１４】第２内ヨークに磁石板を重ねてなる構造体を示す斜視図である。
【図１５】第１内ヨークと第２内ヨークとによって磁石板を挟み込んでなる構造体を示す
斜視図である。
【図１６】図１５に示す構造体を第１位置決め部材及び第２位置決め部材に組付けてなる
新たな構造体を示す斜視図である。
【図１７】図１６に示す構造体における第１位置決め部材及び第２位置決め部材に更に第
１外ヨーク及び第２外ヨークをセットした状態の新たな構造体を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示す構造体にフレーム部材を組付けてなる新たな構造体を示す斜視図
である。
【図１９】図１８に示す構造体にボイスコイルユニットを組付けてなる新たな構造体を示
す斜視図である。
【図２０】図１９に示す構造体にダンパー部材を組付けてなる新たな構造体を示す斜視図
である。
【図２１】図２０に示す構造体において、第１縦エッジ部（第２縦エッジ部）とフレーム
部材との固定構造を拡大して示す部分拡大斜視図である。
【図２２】図２０に示す構造体に振動板を組付けてなる新たな構造体を示す斜視図である
。
【図２３】図２２に示す構造体において、ダンパー部材と振動板との固定構造を拡大して
示す部分拡大斜視図である。
【図２４Ａ】ボイスコイルユニットの第２端子部を第２位置決め部材の端子セット面にセ
ットした状態を拡大して示す斜視図である。
【図２４Ｂ】第２位置決め部材の端子セット面にセットされたボイスコイルユニットの第
２端子部の固定構図を拡大して示す斜視図である。
【図２５】図２に示す構造のスピーカ装置における磁気回路内の磁束を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００３８】
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　本発明の実施の形態に係るスピーカ装置の外観は、図１に示すようになっている。
【００３９】
　図１に示すスピーカ装置１０は、角形のスピーカ装置であって、図３乃至図１２に示す
部品にて構成され、図２に示す断面構造を有する。具体的には、図３に示す矩形板状で鉄
製の第１内ヨーク１１、図４に示す矩形板状の磁石板１２、図５に示す矩形板状で鉄製の
第２内ヨーク１３、図６Ａに示す非磁性体（例えば、樹脂）で形成された第１位置決め部
材１６ａ、図６Ｂに示す非磁性体（例えば、樹脂）で形成された第２位置決め部材１６ｂ
、図７に示す第１外ヨーク１４及び第２外ヨーク１５、図８に示すフレーム部材１７、図
９に示すボイスコイルユニット１８、図１０に示すダンバー部材１９、図１１に示す振動
板２１、及び図１２に示す第１横エッジ部２２ａ及び第２横エッジ部２２ｂの各部品を組
み立てることによってスピーカ装置１０が形成される。
【００４０】
　図３（図５）に示す第１内ヨーク１１（第２内ヨーク１３）は、矩形板状となるヨーク
本体１１０（１３０）の長手方向の一端部に対になる位置決め突起１１１、１１２（１３
１、１３２）が形成されるとともに、他方端部に対になる位置決め突起１１３、１１４（
１３３、１３４）が形成された構造となっている。各対になる位置決め突起１１１、１１
２（１３１、１３２）（１１３、１１４）（１３３、１３４）の間隔、具体的には、それ
らの外側面間の長さが所定長に設定されている。図４に示す磁石板１２は、第１内ヨーク
１１及び第２内ヨーク１３のそれぞれのヨーク本体１１０、１３０の板面より僅かに小さ
い面積の板面を有する矩形板状に形成されている。
【００４１】
　図６Ａに示す第１位置決め部材１６ａと図６Ｂに示す第２位置決め部材１６ｂとは、第
１内ヨーク１１、第２内ヨーク１３、第１外ヨーク１４及び第２外ヨークの位置決めのた
めに用いられる。以下、第１位置決め部材１６ａの構造について説明するが、第２位置決
め部材１６ｂの構造も同じである。図６Ａ（図６Ｂ）において、横バー１６０ａ（１６０
ｂ）にそれから垂下するように角棒状の第１横スペーサ部１６２ａ（１６２ｂ）及び第２
横スペーサ部１６３ａ（１６２ｂ）が形成されている。第１横スペーサ部１６２ａ（１６
２ｂ）の内面１６２ａａ（１６２ｂａ）と第２横スペーサ部１６３ａ（１６３ｂ）の内面
１６３ａａ（１６３ｂａ）との間隔は、前述した第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３
のそれぞれの各対になる突起１１１、１１２（１３１、１３２）、（１１３、１１４）、
（１３３、１３４）の外側面間の長さと同じに設定されている。また、第１横スペーサ部
１６２ａ（１６２ｂ）及び第２横スペーサ部１６３ａ（１６３ｂ）それぞれの横方向の幅
は、当該スペーサが保持すべき間隔に対応する値に設定されている。なお、この幅は、第
１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３それぞれの横幅及び形成すべき磁気ギャップＧｐを
考慮して決められる。
【００４２】
　第１横スペーサ部１６２ａ（１６２ｂ）と第２横スペーサ部１６３ａ（１６３ｂ）との
間には、それぞれの内面１６２ａａ（１６２ｂａ）、１６３ａａ（１６３ｂａ）の縦方向
における略中部を結ぶように、矩形板状の縦スペーサ部１６４ａ（１６４ｂ）が形成され
ている。縦スペーサ部１６４ａ（１６４ｂ）の縦方向の厚さは、当該スペーサが保持すべ
き間隔に対応する値に設定されている。なお、この厚さは、後述するように第１内ヨーク
１１、第２内ヨーク１３が維持すべき間隔、即ち、磁石板１２の板厚を考慮して決められ
る。縦スペーサ部１６４ａ（１６４ｂ）の上面には、横バー１６０ａ（１６０ｂ）の延び
る方向に直交する方向に延び、上外縁が面取りされた形状の２つの突起部１６５ａ（１６
５ｂ）、１６６ａ（１６６ｂ）が形成されている。これら２つの突起部１６５ａ（１６５
ｂ）、１６６ａ（１６６ｂ）は、所定の間隔をもって縦スペーサ部１６４ａ（１６４ｂ）
の上面の中心に対して左右対称に配置されている。２つの突起部１６５ａ（１６５ｂ）、
１６６ａ（１６６ｂ）によって、縦スペーサ部１６４ａ（１６４ｂ）の上面は３つの部分
に分割される。２つの突起部１６５ａ（１６５ｂ）、１６６ａ（１６６ｂ）の間の部分は
、後述するようにボイスコイルユニット１８の端子部がセットされる端子セット面１６７
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ａ（１６７ｂ）となり、一方の突起部１６５ａ（１６５ｂ）と第１横スペーサ部１６２ａ
（１６２ｂ）との間の部分は、第１内ヨーク１１を位置決めするための第１位置決め面１
６４ａａ（１６４ｂａ）となり、更に、他方の突起部１６６ａ（１６６ｂ）と第２横スペ
ーサ部１６３ａ（１６３ｂ）との間の部分も、第１内ヨーク１１を位置決めするための第
２位置決め面１６４ａｂ（１６４ｂｂ）となる。一方の突起部１６５ａ（１６５ｂ）と第
１横スペーサ部１６２ａ（１６２ｂ）との間隔は、第１内ヨーク１１の位置決め突起１１
１（１１４）の幅に対応するように設定され、他方の突起部１６６ａ（１６６ｂ）と第２
横スペーサ部１６３ａ（１６３ｂ）との間隔は、第１内ヨーク１１の位置決め突起１１２
（１１３）の幅に対応するように設定されている。縦スペーサ部１６４ａ（１６４ｂ）の
前述したように３つの部分に分けられる上面と逆側の下面は、第２内ヨーク１３を位置決
めするための位置決め面となる。
【００４３】
　なお、横バー１６０ａ（１６０ｂ）には一体的に外枠部１６１ａ（１６１ｂ）が形成さ
れている。外枠部１６１ａ（１６１ｂ）は、後述するフレーム部材１７の第１外縁部１７
４及び第２外縁部１７５と連結して全体として矩形状の枠体を形成する。
【００４４】
　図７に示す第１外ヨーク１４及び第２外ヨーク１５は、矩形板形状であって、前述した
第１内ヨーク１１、第２内ヨーク１３及び磁石板１２とともに、磁気回路を構成する。図
８に示すフレーム部材１７は、金属または樹脂を押し出し成型することにより形成され、
内側にアーチ状に入り込んだ形状となる底部１７１、底部１７１の一方の端部から続いて
立ち上がり、後述するように第１外ヨーク１４を押えるための第１押え部１７２、底部１
７２の他方の端部から続いて立ち上がり、後述するように第２外ヨーク１５を押えるため
の第２押え部１７３、第１押え部１７２から続いて形成される第１外縁部１７４、及び第
２押え部１７３から続いて形成される第２外縁部１７５を有している。第１外縁部１７４
及び第２外縁部１７５は、前述したように第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部１
６ｂの外枠部１６１ａ、１６１ｂ（図６Ａ、図６Ｂ参照）と連結して全体として矩形状の
枠体を形成する。
【００４５】
　図９に示すボイスコイルユニット１８は、平面状フレキシブル基板の表面に第１ボイス
コイル配線パターンの形成された第１ボイスコイル部１８１と、平面状フレキシブル基板
の表面に第２ボイスコイル配線パターンの形成された第２ボイスコイル部１８２と、第１
ボイスコイル部１８１の一端部から続いて形成され、湾曲状態となって第１ボイスコイル
部１８１の当該一端部を弾性支持する第１第１支持部１８３ａと、第１ボイスコイル部１
８１の他端部から続いて形成され、湾曲状態となって第１ボイスコイル１８１の当該他端
部を弾性支持する第２第１支持部１８３ｂと、第２ボイスコイル部１８２の一端部から続
いて形成され、湾曲状態となって第２ボイスコイル部１８２の当該一端部を弾性支持する
第１第２支持部１８４ａと、第２ボイスコイル部１８２の他端部から続いて形成され、湾
曲状態となって第２ボイスコイル部１８２の当該他端部を弾性支持する第２第２支持部１
８４ｂとを備えた構造となっている。第１ボイスコイル部１８１の一端部を弾性支持する
第１第１支持部１８３ａと第２ボイスコイル部１８２の一端部を弾性支持する第１第２支
持部１８４ａとは連続的に形成されており、その境界部が断面凹字状の第１端子部１８５
ａとなる。また、第１ボイスコイル部１８１の他端部を弾性支持する第２第１支持部１８
３ｂと第２ボイスコイル部１８２の他端部を弾性支持する第２第２支持部１８４ｂとは連
続的に形成されており、その境界部が断面凹字状の第２端子部１８５ｂとなる。
【００４６】
　図９に示すボイスコイルユニット１８では、第１端子部１８５ａと第２端子部１８５ｂ
とが水平に維持され、第１第１支持部１８３ａと第２第１支持部１８３ｂとが、第１端子
部１８５ａ及び第２端子部１８５ｂの一方側から立ち上がって下がるように湾曲して表面
が垂直に維持された第１ボイスコイル部１８１の両端に続いている。また、第１第２支持
部１８４ａと第２第２支持部１８４ｂとが、第１端子部１８５ａ及び第２端子部１８５ｂ
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の他方側から立ち上がって下がるように湾曲して表面が垂直に維持された第２ボイスコイ
ル部１８２の両端に続いている。これにより、第１第１支持部１８３ａ及び第２第１支持
部１８３ｂにて弾性支持される第１ボイスコイル部１８１がその面方向（垂直方向）に振
動可能になるとともに、第１第２支持部１８４ａ及び第２第２支持部１８４ｂにて弾性支
持される第２ボイスコイル部１８２がその面方向（垂直方向）に振動可能となる。
【００４７】
　平面状に展開された状態のボイスコイルユニット１８が図１３Ａに示される。図１３Ａ
において、第１端子部１８５ａから第１第１支持部１８３ａ、第１ボイスコイル部１８１
及び第２第１支持部１８３ｂを通って第２端子部１８５ｂまで配線パターンＬ１１が形成
され、第２端子部１８５ｂから前記配線パターンＬ１１に続いて第２第２支持部１８４ｂ
、第２ボイスコイル部１８２及び第１第２支持部１８４ａを通って第１端子部１８５ａの
前記配線パターンＬ１１に戻る配線パターンＬ２１が形成されている。即ち、配線パター
ンＬ１１及び配線パターンＬ２１が、第１端子部１８５ａ、第１第１支持部１８３ａ、第
１ボイスコイル部１８１、第２第１支持部１８３ｂ、第２端子部１８５ｂ、第２第２支持
部１８４ｂ、第２ボイスコイル部１８２、第１第２支持部１８４ａに環状に形成されてい
る。また、環状に連続する配線パターンＬ１１及び配線パターンＬ２１の外側に、第１端
子部１８５ａから第１第１支持部１８３ａ、第１ボイスコイル部１８１及び第２第１支持
部１８３ｂを通って第２端子部１８５ｂまで配線パターンＬ１２が形成され、第２端子部
１８５ｂから前記配線パターンＬ１２に続いて第２第２支持部１８４ｂ、第２ボイスコイ
ル部１８２及び第１第２支持部１８４ａを通って第１端子部１８５ａの配線パターンＬ１
２に戻る配線パターンＬ２２が形成されている。即ち、環状に連続する配線パターンＬ１
１及び配線パターンＬ２１の外側に、配線パターンＬ１２及び配線パターンＬ２２が、同
様に環状に形成されている。
【００４８】
　例えば、第１端子部１８５ａに２対の接続点が形成されており、第１ボイスコイル部１
８１に形成された配線パターンＬ１１及び第２ボイスコイル部１８２に形成された配線パ
ターンＬ２１に音声信号電流が流れるように、一方の対の接続点に音声信号が供給される
。また、第１ボイスコイル部１８１に形成された配線パターンＬ１２及び第２ボイスコイ
ル部１８２に形成された配線パターンＬ２２に前記配線パターンＬ１１、Ｌ２１に流れる
音声電流と逆方向に音声信号電流が流れるように、他方の対の接続点に音声信号が供給さ
れる。
【００４９】
　図１３Ａに示すような展開構成のボイスコイルユニット１８を図９に示す形状に成型す
ることで、第１ボイスコイル部１８１に上下に２つの配線パターンＬ１１、Ｌ１２が配列
され、これら配線パターンＬ１１、Ｌ１２によって第１ボイスコイル配線パターン１８６
が構成される。また、第２ボイスコイル部１８２にも上下に２つの配線パターンＬ２１、
Ｌ２２が配列され、これら配線パターンＬ２１、Ｌ２２によって第２ボイスコイル配線パ
ターン１８７が構成される。
【００５０】
　ボイスコイルユニット１８に図１３Ｂに示すような配線パターンを形成することもでき
る。平面状に展開された状態のボイスコイルユニット１８を示す図１３Ｂにおいて、第１
端子部１８５ａから第１第１支持部１８３ａ及び第１ボイスコイル部１８１を通って第１
ボイスコイル部１８１の端部まで配線パターンＬ１１が形成され、第１ボイスコイル部１
８１の端部から配線パターンＬ１１に続いて第１ボイスコイル部１８１及び第１第１支持
部１８３ａを通って第１端子部１８５ａに戻る配線パターンＬ１２が形成されている。即
ち、配線パターンＬ１１及び配線パターンＬ１２が、第１端子部１８５ａ、第１第１支持
部１８３ａ、第１ボイスコイル部１８１に環状に形成されている。また、第２端子部１８
５ｂから第２第２支持部１８４ｂ及び第２ボイスコイル部１８２を通って第２ボイスコイ
ル部の端部まで配線パターンＬ２１が形成され、第２ボイスコイル部１８２の端部から配
線パターンＬ２１に続いて第２ボイスコイル部１８２及び第２第２支持部１８４ｂを通っ
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て第２端子部１８５ｂに戻る配線パターンＬ２２が形成されている。即ち、配線パターン
Ｌ２１及び配線パターンＬ２２が、第２端子部１８５ｂ、第２第２支持部１８４ｂ、第２
ボイスコイル部１８２に環状に形成されている。
【００５１】
　第１端子部１８５ａに１対の接続点が形成されており、これら対になる接続点に音声信
号が供給されることにより、環状に形成された配線パターンＬ１１及び配線パターンＬ１
２にそれぞれ逆方向に音声電流が流れる。また、第２端子部１８５ｂにも１対の接続点が
形成されており、これら対になる接続点に音声信号が供給されることにより、環状に形成
された配線パターンＬ２１及び配線パターンＬ２２にそれぞれ逆方向に音声電流が流れる
。
【００５２】
　図１３Ｂに示すような展開構成のボイスコイルユニット１８が図９に示す形状に成型さ
れた場合も、図１３Ａに示す構成のボイスコイルユニット１８の場合と同様に、第１ボイ
スコイル部１８１に上下に２つの配線パターンＬ１１、Ｌ１２が配列され、これら配線パ
ターンＬ１１、Ｌ１２によって第１ボイスコイル配線パターン１８８が構成される。また
、第２ボイスコイル部１８２にも上下に２つの配線パターンＬ２１、Ｌ２２が配列され、
これら配線パターンＬ２１、Ｌ２２によって第２ボイスコイル配線パターン１８９が構成
される。
【００５３】
　図１０に示すダンバー部材１９は、例えば、樹脂を押し出し成型することにより形成さ
れ、波状に形成されたダンパー本体１９０と、ダンパー本体１９０の一方の外側縁部に続
いてアーチ状に形成される第１支持部１９１ａと、ダンパー本体１９０の他方の外側縁部
に続いてアーチ状に形成される第２支持部１９１ｂとを有している。ダンパー本体１９０
と第１支持部１９１ａとの境界部には第１嵌合溝１９２ａが長手方向に延びるように形成
され、ダンパー本体１９０と第２支持部１９１ｂとの境界部にも第２嵌合溝１９２ｂが長
手方向に延びるように形成されている。
【００５４】
　また、第１支持部１９１ａの外方に続いて第１縦エッジ部２０ａが形成されるとともに
、第２支持部１９１ｂの外方に続いて第２縦エッジ部２０ｂが形成されている。第１縦エ
ッジ部２０ａ及び第２縦エッジ部２０ｂには長手方向に延びる第１嵌合溝２０ａａ及び第
２嵌合溝２０ｂａが形成されている。
【００５５】
　図１１に示す振動板２１は、樹脂、金属及び紙等の材料で形成され、僅かに湾曲形状と
なった振動板本体２１０と、振動板本体２１０の両外縁にダンパー部材１９の第１嵌合溝
１９２ａ及び第２嵌合溝１９２ｂにスライド嵌合すべき第１スライド部２１１及び第２ス
ライド部２１２が形成されている。
【００５６】
　図１２に示す第１横エッジ部２２ａ及び第２横エッジ部２２ｂは、樹脂などにより形成
され、前述したように、第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂの外枠部１
６１ａ、１６１ｂと、フレーム部材１７の第１外縁部１７４及び第２外縁部１７５とが連
結して形成される矩形状の枠体の長手方向の両端部に第１外縁部１７４及び第２外縁部１
７５に固定される第１縦エッジ部２０ａ及び第２縦エッジ部２０ｂに連結するように係合
するエッジ係合部２２１ａ、２２１ｂを有している。また、エッジ係合部２２１ａ、２２
１ｂの内側に延びるように振動板１９との隙間を埋めるエッジカバー部２２２ａ、２２２
ｂが形成されている。
【００５７】
　前述したような構造の部品（図３～図１２参照）を次のようにして組み立てることによ
り図１に示すスピーカ装置１０が形成される。
【００５８】
　図１４に示すように、第２内ヨーク１３に磁石板１２が重ねられ、更に、図１５に示す
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ように、磁石板１２に第２内ヨーク１１が重ねられることにより、第１内ヨーク１１と第
２内ヨーク１３との間に磁石板１２が挟み込まれる。なお、このとき、磁石板１２は消磁
の状態にある。次いで、図１６に示すように、磁石板１２を挟み込んだ状態の第１内ヨー
ク１１と第２内ヨーク１３とが第１位置決め部材１６ａと第２位置決め部材１６ｂによっ
て位置決めされる。具体的には、第１内ヨーク１１の位置決め突起１１１が、第１位置決
め部材１６ａにおける第１横スペーサ部１６２ａと縦スペーサ部１６４ａの突起部１６５
ａとによって挟まれた状態で、第１横スペーサ部１６２ａの内面１６２ａａと縦スペーサ
部１６４ａの第１位置決め面１６４ａａ（図６Ａ参照）とによって位置決めされ、第１内
ヨーク１１の位置決め突起１１２が、第１位置決め部材１６ａにおける第２横スペーサ部
１６３ａと縦スペーサ部１６４ａの突起部１６６ａとによって挟まれた状態で、第２横ス
ペーサ部１６３ａの内面１６３ａａと縦スペーサ部１６４ａの第２位置決め面１６４ａｂ
（図６Ａ参照）とによって位置決めされる。また、第１内ヨーク１１の位置決め突起１１
３が、第２位置決め部材１６ｂにおける第２横スペーサ部１６３ｂと縦スペーサ部１６４
ｂの突起部１６６ｂとによって挟まれた状態で、第２横スペーサ部１６３ｂの内面１６３
ｂａと縦スペーサ部１６４ｂの第２位置決め面１６４ｂｂ（図６Ｂ参照）とによって位置
決めされ、第１内ヨーク１１の位置決め突起１１４が、第２位置決め部材１６ｂにおける
第１横スペーサ部１６２ｂと縦スペーサ部１６４ｂの突起部１６５ｂとによって挟まれた
状態で、第１横スペーサ部１６２ｂの内面１６２ｂａと縦スペーサ部１６４ｂの第１位置
決め面１６４ｂａ（図６Ｂ参照）とによって位置決めされる。
【００５９】
　更に、図１６には明確には表れていないが、第２内ヨーク１３についても第１内ヨーク
１１と同様に第１位置決め部材１６ａと第２位置決め部材１６ｂとによって位置決めされ
る。即ち、第２内ヨーク１３の位置決め突起１３１が第１位置決め部材１６ａにおける第
１横スペーサ部１６２ａの内面１６２ａａと縦スペーサ部１６４ａの下面（図６Ａ参照）
とによって位置決めされ、第２内ヨーク１３の位置決め突起１３２が第１位置決め部材１
６ａにおける第２横スペーサ部１６３ａの内面１６３ａａと縦スペーサ部１６４ａの下面
（図６Ａ参照）とによって位置決めされる。また、第２内ヨーク１３の位置決め突起１３
３が第２位置決め部材１６ｂにおける第２横スペーサ部１６３ｂの内面１６３ｂａと縦ス
ペーサ部１６４ｂの下面とによって位置決めされ、第２内ヨーク１３の位置決め突起１３
４が第２位置決め部材１６ｂにおける第１横スペーサ部１６２ｂの内面１６２ｂａと縦ス
ペーサ部１６４の下面とによって位置決めされる。
【００６０】
　このように、磁石板１２を挟み込んだ第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３は、第１
位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂによって、横方向の位置決めがなされる
とともに、第１内ヨーク１１と第２内ヨーク１３との間隔が縦スペーサ部１６４ａ、１６
４ｂの厚さ（磁石板１２の厚さに対応する）に維持される。
【００６１】
　このような状態で、図１７に示すように、第１外ヨーク１４が第１位置決め部材１６ａ
の第１横スペーサ部１６２ａと第２位置決め部材１６ｂの第２横スペーサ部１６３ｂとに
押し当てられるとともに、第２外ヨーク１４が第１位置決め部材１６ａの第２横スペーサ
部１６３ａと第２位置決め部材の第１横スペーサ部１６２ｂとに押し当てられる。これに
より、第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３の位置決め突起１１１、位置決め突起１１
３、位置決め突起１３１及び位置決め突起１３３のそれぞれと第１外ヨーク１４の板面と
の間が第１位置決め部材１６ａの第１横スペーサ部１６２ａ及び第２位置決め部材１６ｂ
の第２横スペーサ部１６３ｂの幅に相当する間隔に保持されるとともに、第１内ヨーク１
１及び第２内ヨーク１３の位置決め突起１１２、位置決め突起１１４、位置決め突起１３
２及び位置決め突起１３４のそれぞれと第２外ヨーク１５の板面との間が第１位置決め部
材１６ａの第２横スペーサ部１６３ａ及び第２位置決め部材１６ｂの第１横スペーサ部１
６２ｂの幅に相当する間隔に保持される。その結果、図１７とともに図２に詳細に示すよ
うに、第１外ヨーク１４の板面と第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３それぞれの一方
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の側端面との間に磁気ギャップＧｐが形成されるとともに、第２外ヨーク１５の板面と第
１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３それぞれの他方の側端面との間に磁気ギャップＧｐ
が形成される。
【００６２】
　次に、磁石板１２を挟み込んだ状態で第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１
６ｂによって位置決めされた第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３と、第１外ヨーク１
４及び第２外ヨーク１５とが、図１８とともに図２に詳細に示すように、フレーム部材１
７に収容される。フレーム部材１７の底部１７１が第２内ヨーク１３を第１位置決め部材
１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂの縦スペーサ部１６４ａ、１６４ｂに押えつけ、フレ
ーム部材１７の第１押え部１７２と第２押え部１７３が第１外ヨーク１４及び第２外ヨー
ク１５を挟み込むことにより、第１外ヨーク１４が第１位置決め部材１６ａの第１横スペ
ーサ部１６２ａと第２位置決め部１６ｂの第２横スペーサ部１６３ｂに押えつけられ、第
２外ヨーク１５が第１位置決め部材１６ａの第２横スペーサ部１６３ａと第２位置決め部
材１６ｂの第１スペース部１６２ｂに押えつけられる。これにより、磁気回路を構成する
磁石板１２、第１内ヨーク１１、第２内ヨーク１３、第１外ヨーク１４及び第２外ヨーク
１５が、第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂとともに一体化される。
【００６３】
　フレーム部材１７の第１外縁部１７４の両端は、第１位置決め部材１６ａの外枠部１６
１ａの一端と、第２位置決め部材１６ｂの外枠部１６１ｂの一端と係合し、フレーム部材
１７の第２外縁部１７５の両端は、第１位置決め部材１６ａの外枠部１６１ａの他端と、
第２位置決め部材１６ｂの外枠部１６１ｂの他端と係合する。これにより、磁石板１２、
第１内ヨーク１１、第２内ヨーク１３、第１外ヨーク１４及び第２外ヨーク１５からなる
磁気回路がフレーム部材１７の第１外縁部１７４及び第２外縁部１７５と、第１位置決め
部材１６ａの外枠部１６１ａと、第２位置決め部材１６ｂの外枠部１６１ｂとで形成され
る枠体に囲まれるようになる。
【００６４】
　次に、図１９に示すように、前述した磁気回路に対してボイスコイルユニット１８（図
９参照）がセットされる。具体的には、ボイスコイルユニット１８の第１ボイスコイル部
１８１が第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３のそれぞれの一方の側端面と第１外ヨー
ク１４の板面との間に形成された磁気ギャップＧｐ内に配置され、第２ボイスコイル部１
８２が第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３のそれぞれの他方の側端面と第２外ヨーク
１５の板面との間に形成された磁気ギャップＧｐ内に配置される（図２参照）。第１端子
部１８５ａは、第１位置決め部材１６ａにおける縦スペーサ部１６４ａ（図６Ａ参照）の
２つの突起部１６５ａ、１６６ａ間の端子セット面１６７ａに固定され、第２端子部１８
５ｂは、第２位置決め部材１６ｂにおける縦スペーサ部１６５ｂ（図６Ｂ参照）の２つの
突起部１６５ｂ、１６６ｂ間の端子セット面１６７ｂに固定される。この状態で、第１内
ヨーク１１及び第２内ヨーク１３それぞれの一方の側端面と第１外ヨーク１４の板面との
間に形成された磁気ギャプＧｐ内に配置される第１ボイスコイル部１８１は、第１端子部
１８５ａから立ち上がって下がるように湾曲した形状となる第１第１支持部１８３ａと第
２端子部１８５ｂから立ち上がって下がるように湾曲した形状となる第２第１支持部１８
３ｂとによって両端部が弾性支持され、当該磁気ギャップＧｐ内でその面方向に振動（上
下振動）が可能となる。また、第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３それぞれの他方の
側端面と第２外ヨーク１５の板面との間に形成された磁気ギャプＧｐ内に配置される第２
ボイスコイル部１８２は、第１端子部１８５ａから立ち上がって下がるように湾曲した形
状となる第１第２支持部１８４ａと第２端子部１８５ｂから立ち上がって下がるように湾
曲した形状となる第２第２支持部１８４ｂとによって両端部が弾性支持され、当該磁気ギ
ャップＧｐ内でその面方向に振動（上下振動）が可能となる。
【００６５】
　なお、図２に示すように、第１ボイスコイル部１８１に形成された第１ボイスコイル配
線パターン１８６（１８８）の配線パターンＬ１１は、第１内ヨーク１１の一方の側端面
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と第１外ヨーク１４の板面との間に配置され、第１ボイスコイル配線パターン１８６（１
８８）の配線パターンＬ１２は、第２内ヨーク１３の一方の側端面と第１外ヨーク１４の
板面との間に配置される。また、第２ボイスコイル部１８２に形成された第２ボイスコイ
ル配線パターン１８７（１８９）の配線パターンＬ２１は、第１内ヨーク１１の他方の側
端面と第２外ヨーク１５の板面との間に配置され、第２ボイスコイル配線パターン１８７
（１８９）の配線パターンＬ２２は、第２内ヨーク１３の他方の側端面と第２外ヨーク１
５の板面との間に配置される。
【００６６】
　次に、図２０に示すように、ダンパー部材１９が装着される。ダンパー部材１９の一方
の外縁部に形成される第１支持部１９１ａに続く第１縦エッジ部２０ａがフレーム部材１
７の第１外縁部１７４に固定されるとともに、ダンパー部材１９の他方の外縁部に形成さ
れる第２支持部１９１ｂに続く第２縦エッジ部２０ｂがフレーム部材１７の第２外縁部１
７５に固定される（図２参照）。これにより、フレーム部材１７の第１外縁部１７４と第
２外縁部１７５との間に、磁気回路及びボイスコイルユニット１８を覆うようにダンパー
部材１９が設けられる。
【００６７】
　ダンパー部材１９のフレーム部材１７への固定は、具体的に、図２１に拡大して示すよ
うに、フレーム部材１７の第１外縁部１７４に第１縦エッジ部２０ａの第１嵌合溝２０ａ
ａをスライド嵌合させ、フレーム部材１７の逆側の第２外縁部１７５に、同様にして、第
２縦エッジ部２０ｂの第２嵌合溝２０ｂａをスライド嵌合させることによりなされる。
【００６８】
　ダンパー部材１９が装着される際に、図２に示すように、磁気ギャップＧｐから出てい
る第１ボイスコイル部１８１の先端部がダンパー本体１９０と第１支持部１９１ａとの境
界部（第１嵌合溝１９２ａが形成された部位）に接着剤により固定される。また、磁気ギ
ャップＧｐから出ている第２ボイスコイル部１８２の先端部がダンパー本体１９０と第２
支持部１９１ｂとの境界部（第２嵌合溝１９２ｂが形成された部位）に接着剤により固定
される。これにより、ボイスコイルユニット１８全体がダンパー部材１９によって弾性支
持されるようになる。
【００６９】
　次に、図２２に示すように、ダンパー部材１９に振動板２１が装着される。具体的には
、図２１とともに図２３に拡大して示すように、ダンパー本体１９０と第１支持部１９１
ａとの境界部に形成された第１嵌合溝１９２ａに振動板２１の第１スライド部２１１をス
ライド嵌合させる。また、ダンパー本体１９０と第２支持部１９１ｂとの境界部に形成さ
れた第２嵌合溝１９２ｂに、同様に、振動板２１の第２スライド部２１２をスライド嵌合
させる。これにより、振動板２１がダンパー部材１９（ダンパー本体１９０）に固定され
る。そして、前述したように、ボイスコイルユニット１８の第１ボイスコイル部１８１の
先端部がダンパー本体１９０と第１支持部１９１ａとの境界部に接着剤により接着されて
おり、また、ボイスコイルユニット１８の第２ボイスコイル部１８２の先端部がダンパー
本体１９０と第２支持部１９１ｂとの境界部に接着剤により接着されているので（図２参
照）、結果として、ボイスコイルユニット１８（第１ボイスコイル部１８１、第２ボイス
コイルユニット１８２）は、振動板２１に連結した構造となり、ボイスコイルユニット１
８の振動が振動板２１に伝達する。
【００７０】
　最後に、図１に示すように第１横エッジ部２２a及び第２横エッジ部２２ｂが装着され
て、各部品の組み立てが終了する。具体的には、第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決
め部材１６ｂの外枠部１６１ａ、１６１ｂと、フレーム部材１７の第１外縁部１７４及び
第２外縁部１７５とが連結して形成される矩形上の枠体（図２２参照）の第１位置決め部
材１６ａの外枠部１６１ａ側の端部に第１横エッジ部２２ａのエッジ係合部２２１ａが固
定されるとともに、前記外枠の第２位置決め部材１６ｂの外枠部１６１ｂ側の端部に第２
横エッジ部２２ｂのエッジ係合部２２１ｂが固定される。これにより、エッジ係合部２２
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１ａ及び２２２ａが第１縦エッジ部２０ａ及び第２縦エッジ部２０ｂに連結するとともに
、エッジカバー部２２２ａ、２２２ｂが振動板２１及びダンパー部材１９（第１支持部１
９１ａ、第２支持部１９１ｂ）の端縁に連結する。
【００７１】
　このようにして各部品が組み立てられると、磁石板１２の着磁がなされる。磁石板１２
が着磁されると、第１内ヨーク１１、第２内ヨーク１３、第１外ヨーク１４及び第２外ヨ
ーク１５が磁石板１２に引き付けられて、それらは、第１位置決め部材１６ａ及び第２位
置決め部材１６ｂとともに更に強固に一体化される。ただし、第１位置決め部材１６ａ及
び第２位置決め部材１６ｂによって、第１内ヨーク１１及び第２内ヨーク１３それぞれの
一方の側端面と第１外ヨーク１４の板面との間の磁気ギャップＧｐ及び第１内ヨーク１１
及び第２内ヨーク１３それぞれの他方の側端面と第２外ヨーク１４の板面との間の磁気ギ
ャップＧｐは精度良く維持される。
【００７２】
　なお、前述したように組み立てられる部品は、磁石板１２の着磁前に必要に応じて適宜
接着剤にて接着固定してもよい。
【００７３】
　ボイスコイルユニット１８の音声信号出力回路との電気的な接続は、図２４Ａ及び図２
４Ｂに示すようになされる。なお、図２４Ａ及び図２４Ｂは、ボイスコイルユニット１８
の第２端子部１８５ｂについての構造を拡大して示しているが、ボイスコイルユニット１
８の第１端子部１８５ａについても同様の構造となる。なお、この場合、ボイスコイルユ
ニット１８の第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部１８２には、例えば、図
１３Ｂに示すようなボイスコイル配線パターン（第１ボイスコイル配線パターン１８８、
第２ボイスコイル配線パターン１８９）が形成されている。
【００７４】
　図２４Ａにおいて、第２位置決め部材１６ｂにおける縦スペーサ部１６４ｂの２つの突
出部１６５ｂ、１６６ｂと端子セット面１６７ｂとで形成される凹部（固定部位）に、第
１ボイスコイル部１８１から続く第２第１支持部１８３ｂと第２ボイスコイル部１８２か
ら続く第２第２支持部１８４ｂとの境界部に形成された第２端子部１８５ｂがセットされ
ている。その第２端子部１８５ｂには、第２ボイスコイル配線パターン１８９の対になる
接続点Ｃが露出するように形成されている。音声信号出力回路から延びるリード線３１の
先端にカプラー端子３０が接続されている。カプラー端子３０は、樹脂にて形成され、ボ
イスコイルユニット１８の凹字状の第２端子部１８５ｂに合致する外形形状を有している
。そして、図２４Ｂに示すように、第２位置決め部材１６ｂにおける縦スペーサ部１６４
ｂの２つの突出部１６５ｂ、１６６ｂと端子セット面１６７ｂとで形成される凹部にセッ
トされた第２端子部１８５ｂにカプラー端子３０をはめ込むと、カプラー端子３０のリー
ド線３１から続く対となる接続点（図示されず）が第２端子部１８５ｂの接続点Ｃに圧接
する。これにより、リード線３１と第２ボイスコイル配線パターン１８９とが電気的に接
続され、音声信号出力回路からリード線３１を通して供給される音声信号が第２端子部１
８５ｂの接続点Ｃを介して第２ボイスコイル配線パターン１８９に供給される。
【００７５】
　前述したように、図２４Ａ及び図２４Ｂには、ボイスコイルユニット１８の第２端子部
１８５ｂの逆側の第１端子部１８５ａについては示されていないが、第１位置決め部材１
６ｂにおける縦スペーサ部１６４ａの２つの突出部１６５ａ、１６６ａと端子セット面１
６７ａとで形成される凹部にセットされる第１端子部１８５ａにも、第２端子部１８５ｂ
の場合と同様に、リード線の接続されたカプラー端子がはめ込まれる。これより、音声信
号出力回路からリード線を通して供給される音声信号が第１端子部１８５ｂの接続点を介
して第１ボイスコイル部１８１に形成された第１ボイスコイル配線パターン１８８に供給
される。
【００７６】
　第１ボイスコイル部１８１に形成された第１ボイスコイル配線パターン１８８と第２ボ
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イスコイル部１８２に形成された第２ボイスコイル配線パターン１８９とに同じ音声信号
を並列的に供給することができる。また、第１ボイスコイル配線パターン１８８及び第２
ボイスコイル配線パターン１８９に異なる周波数特性（例えば、低音用と高音用等）の音
声信号を供給することもできる。更に、第１ボイスコイル配線パターン１８８及び第２ボ
イスコイル配線パターンに異なる音声信号（例えば、ボーカル音声や楽器音）を供給する
こともできる。
【００７７】
　なお、ボイスコイルユニット１８の第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部
１８２に、例えば、図１３Ａに示すようなボイスコイル配線パターン（第１ボイスコイル
配線パターン１８６、第２ボイスコイル配線パターン１８７）が形成された場合にも、ボ
イスコイルユニット１８の第１端子部１８５ａまたは第２端子部１８５ｂに同様のカプラ
ー端子を嵌め込むことにより、２対の接続点を介して第１ボイスコイル配線パターン１８
６及び第２ボイスコイル配線パターン１８７に音声信号を供給することができる。なお、
音声信号が供給されることのない第１端子部１８５aまたは第２端子部１８５ｂには、ダ
ミーのカプラー端子を嵌め込んでおくことができる。
【００７８】
　磁気回路（磁石板１２、第１内ヨーク１１、第２内ヨーク１３、第１外ヨーク１４及び
第２外ヨーク１５）において図２５に示すように磁束が生成される。図２５において、磁
石板１２のＮ極面からの磁束は、第１内ヨーク１１の一方の側端面から磁気ギャップＧｐ
を横切って第１外ヨーク１４に至り、第１外ヨーク１４を通った磁束が、その第１外ヨー
ク１４から磁気ギャップＧｐを横切って第２内ヨーク１３の一方の側端面に至り、磁石板
１２のＳ極面に戻る。また、磁石板１２のＮ極面からの磁束は、第１内ヨーク１１の他方
側端面から磁気ギャップＧｐを横切って第２外ヨーク１５に至り、第１外ヨーク１５を通
った磁束が、その第２外ヨーク１５から磁気ギャップＧｐを横切って第２内ヨーク１３の
他方の側端面に至り、磁石板１２のＳ極面に戻る。
【００７９】
　磁気回路に図２５に示すような磁束が形成されている状態において、カプラー端子３０
を介してボイスコイルユニット１８の第１ボイスコイル配線パターン１８６（Ｌ１１、Ｌ
１２）及び第２ボイスコイル配線パターン１８７（Ｌ２１、Ｌ２２）に音声信号が供給さ
れる。図２５において、第１内ヨーク１１の一方の側端面と第１外ヨーク１４の板面との
間に形成される磁気ギャップＧｐを横切る磁束と、第２内ヨーク１３の一方の側端面と第
１外ヨーク１４の板面との間に形成される磁気ギャップＧｐを横切る磁束とでは、その方
向が逆になるが、それぞれの磁気ギャップＧｐ内に配置される第１ボイスコイル配線パタ
ーン１８６の配線パターンＬ１１と配線パターンＬ１２とを流れる音声電流の向きも逆な
るので、磁気ギャップＧｐ内での磁束と音声信号電流との相互作用によって、配線パター
ンＬ１１と配線パターンＬ１２とに第１ボイスコイル部１８１の面内において同じ方向の
力が働き、第１ボイスコイル部１８１は、音声信号に応じてその面方向（上下方向）Ｄｖ
に振動する。
【００８０】
　また、図２５において、第１内ヨーク１１の他方の側端面と第２外ヨーク１５の板面と
の間に形成される磁気ギャップＧｐを横切る磁束、及び第２内ヨーク１３の他方の側端面
と第２外ヨーク１５の板面との間に形成される磁気ギャップＧｐを横切る磁束も同様に、
その方向が逆なる。この場合も、それぞれの磁気ギャップＧｐ内に配置される第２ボイス
コイル配線パターン１８７の配線パターンＬ２１と配線パターンＬ２２とを流れる音声電
流の向きが逆なるので、磁気ギャップＧｐ内での磁束と音声信号電流との相互作用によっ
て、配線パターンＬ２１と配線パターンＬ２２とに第２ボイスコイル部１８２の面内にお
いて同じ方向の力が働き、第２ボイスコイル部１８２は、第１ボイスコイル部１８１と同
様に音声信号に応じてその面方向（上下方向）Ｄｖに振動する。
【００８１】
　このような音声信号に応じた第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部１８２
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の上下方向Ｄｖの振動により、それらボイスコイル部１８１、１８２に連結する振動板２
１が前記音声信号に応じて振動する。その結果、音声信号に応じた音が出力される。
【００８２】
　前述したような第１の実施の形態に係るスピーカ装置１０では、第１ボイスコイル部１
８１に続く第１第１支持部１８３ａ及び第２第１支持部１８３ｂと、第２ボイスコイル部
１８２に続く第１第２支持部１８４ａ及び第２第２支持部１８４ｂが連続的に形成される
ので、第１ボイスコイル部１８１、第２ボイスコイル部１８２、第１第１支持部１８３ａ
、第２第１支持部１８３ｂ、第１第２支持部１８４ａ、第２第２支持部１８４ｂ、第１端
子部１８５ａ及び第２端子部１８５ｂを単一の平面状可撓性基材から構成することができ
、ボイスコイルユニット１８の構造がより簡単なものとなり得る。
【００８３】
　また、第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部１８２の一端部から続く第１
第１支持部１８３ａ及び第１第２支持部１８４ａが、第１及び第２位置決め部材１６ａ、
１６ｂに固定される第１端子部１８５ａ及び第２端子部１８５ｂから立ち上がって下がる
ように湾曲した形状にて当該第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部１８２の
一端部を弾性支持し、第１ボイスコイル１８１部及び第２ボイスコイル部１８２の他端部
から続く第２第１支持部１８３ｂ及び第２第２支持部１８４ｂが、第１及び第２位置決め
部材１６ａ、１６ｂに固定される第１端子部１８５及び第２端子部１８５ｂから立ち上が
って下がるように湾曲した形状にて当該第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル
部１８２の他端部を弾性支持するので、第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル
部１８２が磁気ギャップＧｐ内でそれらの面方向に振動する際に、第１第１支持部１８３
ａ及び第２第１支持部１８３ｂのそれぞれが前記第１ボイスコイル部１８１の振動に追従
して湾曲した形状を変形させつつ当該第１ボイスコイル部１８１の振動が維持され、また
、第１第２支持部１８４ａ及び第２第２支持部１８４ｂのそれぞれが第２ボイスコイル部
１８２の振動に追従して湾曲した形状を変形させつつ当該第２ボイスコイル部１８２の振
動が維持されるようになる。
【００８４】
　このように、第１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部１８２が磁気ギャップ
Ｇｐ内でその面方向に振動する際に、第１第１支持部１８３ａ及び第２第１支持部１８３
ｂと第１第２支持部１８４ａ及び第２第２支持部１８４ｂのそれぞれが第１及び第２ボイ
スコイル部１８１、１８２の振動に追従して湾曲した形状を変形させつつ当該第１及び第
２ボイスコイル部１８１、１８２の振動が維持されるようになるので、各支持部１８３ａ
、１８３ｂ、１８４ａ、１８４ｂの立ち上がって下がるように湾曲した形状が変形する分
、それらに弾性支持される第１及び第２ボイスコイル部１８１、１８２の振動の振幅を大
きくすることができる。よって、ボイスコイルユニット１８（第１ボイスコイル部１８１
、第２ボイスコイル部１８２）がより大きい振幅にて振動することが可能となる。
【００８５】
　また、磁気回路は、第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂによって第１
内ヨーク１１、第２内ヨーク、第１外ヨーク１４及び第２外ヨーク１５が磁気ギャップＧ
ｐが形成されるように位置決めされた状態で、磁石板１２、第１内ヨーク１１、第２内ヨ
ーク１３、第１外ヨーク１４及び第２外ヨーク１５が合体された構造となるので、当該磁
気回路が第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂによって作業性良く組み立
てることができる。更に、第１位置決め部材１６ａ及び第２位置決め部材１６ｂに、他の
部品、具体的には、フレーム部材１７、ボイスコイルユニット１８、及び第１横エッジ部
２２ａ、第２横エッジ部２２ｂも組み付けられる構造となっているので、更に組立作業性
【００８６】
　また、ボイスコイルユニット１８の音声信号出力回路との電気的な接続が、第１及び第
２位置決め部材１６ａ、１６ｂにセットされたボイスコイルユニット１８の第１端子部１
８５ａ及び第２端子部１８５ｂに嵌め込まれるカプラー端子３０によってなされるので（
図２４Ａ及び図２４Ｂ参照）、半田付けすることなしにそれらの電気的な接続が可能にな
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る。そして、ボイスコイルユニット１８に対するリード線の引き回しがより簡素になって
、組み立てが容易になる。更に、ボイスコイルユニット１８にリード線によって引っ張ら
れる等の不要な負荷がかかることも防止することができる。
【００８７】
　なお、前述した実施の形態に係るスピーカ装置では、第１ボイスコイル部１８１及び第
２ボイスコイル部１８２のそれぞれが２つの磁気ギャップＧｐ内に配置されるものであっ
たが（図２参照）、ボイスコイル部１８１、１８２のそれぞれが単一の磁気ギャップＧｐ
内に配置されるように、磁気回路を構成することも可能である。この場合、各ボイスコイ
ル部１８１、１８２に形成されるボイスコイル配線パターンは、それぞれ、単一の磁気ギ
ャップＧｐ内に配置されるように形成されるようになる。
【００８８】
　また、ボイスコイルユニット１８は、第１ボイスコイル部１８１と第２ボイスコイル部
１８２とが単一の平面状フレキシブル基板にて構成されたが（図１３Ａ、図１３Ｂ参照）
、それぞれが別々に弾性支持されるように構成することもできる。この場合、例えば、第
１ボイスコイル部１８１及び第２ボイスコイル部１８２を弾性支持する第１第１支持部１
８３ａ、第２第１支持部１８３ｂ、第１第２支持部１８４ａ及び第２第２支持部１８４ｂ
は、それぞれ別々にその端部を固定することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　以上、説明したように、本発明に係るスピーカ装置は、ボイスコイルユニットがより大
きい振幅にて振動することが可能になるという効果を有し、磁気回路にて発生する磁界と
ボイスコイルを流れる音声信号電流との相互作用によってボイスコイルに連結される振動
板を振動させて音を出力するスピーカ装置として有用である。
【符号の説明】
【００９０】
　１０　スピーカ装置
　１１　第１内ヨーク
　１２　第２内ヨーク
　１３　磁石
　１４　第１外ヨーク
　１５　第２外ヨーク
　１６ａ　第１位置決め部材
　１６ｂ　第２位置決め部材
　１７　フレーム部材
　１８　ボイスコイルユニット
　１９　ダンパー部材
　２０ａ　第１縦エッジ部
　２０ｂ　第２縦エッジ部
　２１　振動板
　２２ａ　第１横エッジ部
　２２ｂ　第２横エッジ部
　３０　カプラー端子
　３１　リード線
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