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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動板と、ヒンジと、トランスデューサ基部構造とを備えるオーディオ・トランスデュ
ーサであって、
　前記振動板は、使用時に前記ヒンジによって、回転軸を中心に前記トランスデューサ基
部構造に対して回転可能に支持され、
　前記ヒンジは、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、各ヒンジ接続部が、第１のフレ
キシブル弾性ヒンジ要素及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素を有し、
　前記第１のフレキシブル弾性ヒンジ要素は、一方の端部で前記トランスデューサ基部構
造に強固に接続され、対向する端部で前記振動板に強固に接続され、
　前記第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素は、一方の端部で前記トランスデューサ基部構
造に強固に接続され、対向する端部で前記振動板に強固に接続され、
　前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素の各々は、前記トランスデューサ基部
構造と前記振動板との間の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素のそれぞれの
長手方向の長さと比較して実質的に小さい厚さを有し、前記厚さは、前記回転軸に対して
実質的に垂直であって、前記回転軸を中心にする前記振動板の追従的な回転運動を容易に
する寸法であり、
　各ヒンジ接続部の前記第１のフレキシブル弾性ヒンジ要素が延びる、前記回転軸に対し
て垂直である第１の方向が、前記第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素が延びる、前記回転
軸に対して垂直である第２の方向に対して少なくとも３０度の角度にあり、前記第１及び
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第２の方向は両方とも、前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素のそれぞれに沿
って前記振動板から前記トランスデューサ基部構造まで延びて、前記第１の方向と前記第
２の方向との両方における前記トランスデューサ基部構造に対する前記振動板の並進変位
に関して剛性の向上を容易にする、オーディオ・トランスデューサ。
【請求項２】
　前記第１の方向は、前記第２の方向に対して４５度より大きい角度にある、請求項１に
記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項３】
　前記第１の方向は、前記第２の方向に対して６０度より大きい角度にある、請求項１に
記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項４】
　前記第１の方向は、前記第２の方向に対して実質的に直交する、請求項１に記載のオー
ディオ・トランスデューサ。
【請求項５】
　前記振動板から各ヒンジ接続部までの最短距離は、前記回転軸から前記振動板の最遠位
周辺部までの最大距離の半分未満である、請求項１～４の何れか一項に記載のオーディオ
・トランスデューサ。
【請求項６】
　前記振動板から各ヒンジ接続部までの最短距離は、前記回転軸から前記振動板の最遠位
周辺部までの最大距離の１／３未満である、請求項１～５の何れか一項に記載のオーディ
オ・トランスデューサ。
【請求項７】
　各ヒンジ接続部は、前記振動板に直接取り付けられている、請求項１～６の何れか一項
に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項８】
　各ヒンジ接続部の前記第１のフレキシブル弾性ヒンジ要素及び前記第２のフレキシブル
弾性ヒンジ要素の各々は、実質的に平面のプロファイルを有する、請求項１～７の何れか
一項に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項９】
　各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素は、共通の縁部に沿
って連結され又は交差して、おおよそＬ形の断面を形成している、請求項１～８の何れか
一項に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１０】
　各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素は、中央領域に沿っ
て交差して、おおよそＸ形の断面を形成している、請求項１～８の何れか一項に記載のオ
ーディオ・トランスデューサ。
【請求項１１】
　前記回転軸は、各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素の間
の交点とおおよそ同一直線上にある、請求項１～１０の何れか一項に記載のオーディオ・
トランスデューサ。
【請求項１２】
　各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素は隔てられている、
請求項１～１１の何れか一項に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１３】
　各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素の各々は、一様でな
い厚さ及び／又は幅を有し、前記第１又は第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素のそれぞれ
の前記厚さ及び／又は幅は、前記振動板及び前記トランスデューサ基部構造に隣接する一
方の端部領域又は両方の端部領域においてより大きい、請求項１～１２の何れか一項に記
載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１４】
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　各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素の各々の厚さは、前
記第１又は第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素のそれぞれの長さの約１／４未満である、
請求項１～１３の何れか一項に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１５】
　各ヒンジ接続部は、前記振動板の正中矢状面から前記振動板の幅の少なくとも０．２倍
である距離のところに配置されている、請求項１～１４の何れか一項に記載のオーディオ
・トランスデューサ。
【請求項１６】
　前記ヒンジは、前記振動板の矢状面の反対側に配置された一対のヒンジ接続部を備える
、請求項１～１５の何れか一項に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１７】
　各ヒンジ接続部の前記第１及び第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素の各々は、おおよそ
８ＧＰａより大きいヤング率を有する材料から形成されている、請求項１～１６の何れか
一項に記載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１８】
　前記振動板を取り囲む構造を更に備え、前記振動板は、前記取り囲む構造と物理的に連
結しない１つ以上の周辺領域を有する外周部を備える、請求項１～１７の何れか一項に記
載のオーディオ・トランスデューサ。
【請求項１９】
　各振動板は実質的に厚い、請求項１～１８の何れか一項に記載のオーディオ・トランス
デューサ。
【請求項２０】
　個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、前記デバイス
は、通常、使用時に使用者の頭部のおおよそ１０ｃｍ以内に配置され、前記オーディオ・
デバイスは、請求項１～１９の何れか一項に記載のオーディオ・トランスデューサを１つ
以上有する、オーディオ・デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スピーカ、マイクロホンなどのオーディオ・トランスデューサ技術に関し、
オーディオ・トランスデューサ振動板の構造及びその組立体、オーディオ・トランスデュ
ーサ・マウンティング・システム、オーディオ・トランスデューサ振動板サスペンション
・システム、並びに／又はこれらを組み込む個人用オーディオ・デバイスにおける改良、
又はこれらに関する改良を含む。
【背景技術】
【０００２】
　スピーカ・ドライバは、当技術分野で知られている電磁的、静電的、圧電的、又は任意
の他の適当な可動性組立体であってもよい作動機構を使用して、振動板を振動させること
によって音を発生させる、オーディオ・トランスデューサの一種である。ドライバは、一
般にハウジングの中に容れられる。従来型のドライバでは、振動板は、剛性のハウジング
に接続される、フレキシブルな膜構成要素である。したがって、スピーカ・ドライバは、
共振系を形成し、ここでは振動板は、動作中、ある一定の周波数において、望ましくない
機械的共振（振動板の分割振動（ｂｒｅａｋｕｐ）としても知られている）の影響を受け
やすい。これは、ドライバの性能に影響を及ぼす。
【０００３】
　従来型のスピーカ・ドライバの実例が、図Ｊ１ｄ及びＪ１に示されている。ドライバは
、振動板サスペンション・システムによってトランスデューサ基部構造にマウントされる
振動板組立体を備える。トランスデューサ基部構造は、バスケットＪ１１３、マグネット
Ｊ１１６、トップ・ポールピースＪ１１８、及びＴヨークＪ１１７を備える。振動板組立
体は、薄膜振動板、コイル巻型Ｊ１１４及びコイル巻線Ｊ１１５を備える。振動板は、コ
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ーンＪ１０１及びキャップＪ１２０を備える。振動板サスペンション・システムは、フレ
キシブルゴムのサラウンドＪ１０５、及びスパイダＪ１１９を備える。変換機構は、磁気
回路内に保持されるコイル巻線である、力発生構成要素を備える。変換機構は、コイルを
通じて磁気回路を流すマグネットＪ１１６、トップ・ポールピースＪ１１８及びＴヨーク
Ｊ１１７も備える。コイルに電気オーディオ信号が与えられるとき、コイルに力が発生し
、基部構造に反力が加えられる。
【０００４】
　ドライバは、フレキシブル天然ゴムで作られる複数のワッシャＪ１１１及びブッシュＪ
１０７から構成されるマウンティング・システムによって、ハウジングＪ１０２にマウン
トされる。複数のスチール・ボルトＪ１０６、ナットＪ１０９及びワッシャＪ１０８を使
用して、このドライバが固定される。バスケットＪ１１３とハウジングＪ１０２の間には
分離箇所Ｊ１１２があり、この構成は、マウンティング・システムが、ハウジングＪ１０
２とドライバとの間の唯一の連結部であるものである。この実例では、振動板は、大きい
回転成分は有さず、振動板を形づくるコーンの軸方向に、実質的に直線状に、前後に動く
。
【０００５】
　述べたように、サスペンション及びマウンティング・システムによって剛性のハウジン
グＪ１０２に接続されるフレキシブルな振動板は、共振系を形成し、ここでは振動板は、
ドライバの作動周波数範囲にわたって、望ましくない共振の影響を受けやすい。また、振
動板サスペンション及びマウンティング・システム、さらにはハウジングを含む、ドライ
バの他の部分が、ドライバの音質に悪影響を及ぼし得る機械的共振を受ける可能性がある
。したがって、従来技術のドライバシステムは、ドライバシステム内に１つ又は複数の制
振技法を採用することにより、機械的共振の影響を最小化するように試みてきた。このよ
うな技法は、たとえばゴム製の振動板サラウンドと振動板のインピーダンス整合、並びに
／又は振動板の形状、材料及び／若しくは構成を含めた、振動板設計の変更を含む。
【０００６】
　多くのマイクロホンは、スピーカと同じ基本構成を有する。マイクロホンは、逆に、音
波を電気信号に変換するように作動する。これを行うために、マイクロホンは、空気の音
圧を使用して振動板を動かし、その運動を電気オーディオ信号に変換する。したがって、
マイクロホンは、スピーカ・ドライバと同様の構成を有し、振動板、振動板サラウンド及
びトランスデューサの他の部分、さらには中にトランスデューサがマウントされるハウジ
ングの機械的共振を含む、同等のいくつかの設計上の課題がある。これらの共振は、変換
の質に悪影響を及ぼす可能性がある。
【０００７】
　パッシブ・ラジエータも、変換機構を有さないことを除き、スピーカと同じ基本構成を
有する。したがって、パッシブ・ラジエータは、すべて作動に悪影響を及ぼす可能性があ
る機械的共振を生み出す、同等のいくつかの設計上の課題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の一目的は、前述した共振の課題のうちのいくつかに何らかのやり方で対応する
ように働く、オーディオ・トランスデューサの改良、若しくはオーディオ・トランスデュ
ーサに関する改良を可能にすること、又は少なくとも一般大衆に有用な選択肢を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一態様では、本発明は概して、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つに隣接して接続されて、動作中に本
体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力（ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ－ｔｅｎｓｉｏｎ
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　ｓｔｒｅｓｓ）に抵抗する、垂直応力補強材と、
　本体に埋め込まれ、前記主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、動
作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくと
も１つの内部補強部材と
　を備える、オーディオ・トランスデューサ振動板で構成されるといえる。
【００１０】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、振動板本体とは別々のもの
であり、振動板本体に接続されて、本体によって提供される、せん断に対するいかなる抵
抗とも別に、応力補強材の面上のせん断変形に対する抵抗を与える。
【００１１】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、振動板本体の冠状面に実質的に直交して振動
板本体の中で延びる。
【００１２】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、実質的に振動板の質量中心位置から最遠位で
ある、振動板本体の１つ又は複数の周辺領域に向かって、且つその中で延びる。
【００１３】
　好ましくは、振動板は、複数の内部補強部材を備える。好ましくは、それぞれの内部補
強部材は、少なくとも約８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）である比弾性率を有する材料から形成
される。好ましくは、それぞれの内部補強部材は、少なくとも約２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ
３）である比弾性率を有する材料から形成される。
【００１４】
　それぞれの内部補強部材又は両方は、たとえばアルミニウムや炭素繊維強化プラスチッ
クから形成されてもよい。
【００１５】
　別の態様では、本発明は概して、
　前の態様に定められた振動板、及び動作中に動くように構成された、その関連する機能
と、
　振動板に作動可能に接続され、振動板の運動に関連して作動する変換機構と、
　振動板を中に、又は間に収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備えるハウジン
グとを備え、
　振動板が、ハウジングと物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領域を有する外周部を
備える、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【００１６】
　好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ又は複数の
周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは少なくとも
３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せず、その結
果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０％、またよ
り好ましくは少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、おおよそ完
全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周
長のおおよそ全体を構成する。
【００１７】
　別の態様では、本発明は概して、
　前の態様のうちのいずれか１つに定められた振動板、及び動作中に動くように構成され
た、その関連する機能と、
　振動板を中に、又は間に収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備えるハウジン
グと
　を備える、オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【００１８】
　別の態様では、本発明は概して、



(6) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体が受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材とを有する振動板であって、
　　振動板本体と関連付けられた質量分布又は垂直応力補強材と関連付けられた質量分布
又はその両方は、振動板が、振動板の１つ又は複数の比較的質量の大きい領域の質量と比
べて、振動板の１つ又は複数の質量の小さい領域では比較的小さい質量を有するものであ
る、
　振動板、並びに
　振動板を中に又は間に収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルを備えるハウ
ジングを備え、
　振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と物理的に連結しない周辺部を備え
る、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【００１９】
　以下の記述は、前の態様のうちのいずれか１つに適用される。
【００２０】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
、少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的連結が
なく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５
０％、またより好ましくは少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は
、おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部
の長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。
【００２１】
　いくつかの実施例では、比較的小さい空気間隙により、振動板のこの１つ又は複数の周
辺領域が、ハウジングの内部から隔てられる。
【００２２】
　いくつかの実施例では、トランスデューサは、振動板の１つ又は複数の周辺領域とハウ
ジング内部との間に強磁性流体を有する。
【００２３】
　好ましくは、強磁性流体は、振動板の冠状面の方向において、振動板にかなりの支持を
与える。
【００２４】
　好ましくは、トランスデューサは、振動板に作動可能に接続され、振動板の運動に関連
して作動する変換機構をさらに備える。
【００２５】
　以下の記述は、前の態様のうちの任意の１つ又は複数に適用される。
【００２６】
　好ましくは、振動板本体は、コア材料から形成される。好ましくは、このコア材料は、
３次元で一様でない、相互連結された構造を備える。このコア材料は、発泡体でも、規則
正しく並んだ３次元ラティス構造の材料でもよい。このコア材料は、複合材料を備えても
よい。好ましくは、コア材料は、発泡ポリスチレンフォームである。代替の材料には、ポ
リメチルメタクリルアミドフォーム（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｍｉ
ｄｅ　ｆｏａｍ）、ポリ塩化ビニルフォーム、ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォ
ーム、エアロゲルフォーム、段ボール、バルサ材、シンタクチックフォーム、金属マイク
ロラティス及びハニカムが含まれる。
【００２７】
　好ましくは、補強材から切り離した振動板本体は、１００ｋｇ／ｍ３未満の、比較的小
さい密度を有する。より好ましくはこの密度は５０ｋｇ／ｍ３未満であり、さらに好まし
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くはこの密度は３５ｋｇ／ｍ３未満であり、最も好ましくはこの密度は２０ｋｇ／ｍ３未
満である。
【００２８】
　好ましくは、補強材から切り離した振動板本体は、０．２ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）を上
回る、比較的大きい比弾性率を有する。最も好ましくは、この比弾性率は、０．４ＭＰａ
／（ｋｇ／ｍ３）より大きい。
【００２９】
　好ましくは、垂直応力補強材は、それぞれが本体の前記主面のうちの１つの近傍に接続
される、１つ又は複数の垂直応力補強部材を備える。
【００３０】
　好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材は、振動板本体の対応する主面に沿って接続
される、１つ又は複数の細長い支柱を備える。
【００３１】
　より好ましくは、それぞれの支柱は、その幅の１／６０より大きい厚さを有する。
【００３２】
　好ましくは、これらの支柱は、相互連結され、振動板本体の関連付けられた面の相当な
部分にわたって延びる。
【００３３】
　好ましくは、１つ又は複数の垂直応力補強部材は、異方性であり、いくつかの方向では
、実質的に直交する他の方向におけるスティフネスの少なくとも２倍のスティフネスを発
揮する。
【００３４】
　好ましくは、振動板は、振動板本体の対向する主面又はその近傍に接続される、少なく
とも２つの垂直応力補強部材を備える。
【００３５】
　好ましくは、振動板は、振動板本体の対向する主面に第１の補強部材及び第２の補強部
材を備え、第１の補強部材と第２の補強部材は、振動板本体の冠状面に対して実質的に垂
直な方向における変位に対して振動板本体を支持する、三角形の補強材を形成する。
【００３６】
　好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材は、少なくとも約８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）
である比弾性率を有する材料から形成される。好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材
は、少なくとも約２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３である比弾性率を有する材料から形成される
。好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材は、少なくとも約１００ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ
３）である比弾性率を有する材料から形成される。
【００３７】
　垂直応力補強材は、たとえばアルミニウムや炭素繊維強化プラスチックから形成されて
もよい。
【００３８】
　好ましくは、振動板本体は実質的に厚い。
【００３９】
　たとえば、振動板本体は、本体の最大長さ寸法の少なくとも約１１％である最大厚さを
有してもよい。より好ましくは、この最大厚さは、本体の最大長さ寸法の少なくとも約１
４％である。
【００４０】
　好ましくは、振動板が示す質量中心から振動板本体の最遠位周辺部までの振動板半径に
対して、振動板厚さは、この振動板半径の少なくとも１５％であり、またより好ましくは
、この半径の少なくとも約２０％である。
【００４１】
　好ましくは、振動板本体と関連付けられた質量分布又は垂直応力補強材と関連付けられ
た質量分布又はその両方は、振動板が、振動板の１つ又は複数の比較的質量の大きい領域
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の質量と比べて、振動板の１つ又は複数の質量の小さい領域では比較的小さい質量を有す
るものである。
【００４２】
　好ましくは、１つ又は複数の質量の小さい領域は、振動板の質量中心位置から遠位であ
る周辺領域にあり、１つ又は複数の質量の大きい領域は、質量中心位置又はその近位にあ
る。
【００４３】
　好ましくは、１つ又は複数の質量の小さい領域は、質量中心位置から最遠位である周辺
領域にある。
【００４４】
　いくつかの実施例では、質量の小さい領域は、振動板の一方の端部にあり、質量の大き
い領域は、対向する端部にある。
【００４５】
　代替の実施例では、質量の小さい領域は、振動板の外周部全体に実質的に分布し、質量
の大きい領域は、振動板の中央領域にある。
【００４６】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、１つ又は
複数の質量の小さい領域に配置されるものである。
【００４７】
　好ましくは、質量の小さい領域は、いかなる垂直応力補強材も有さない。
【００４８】
　好ましくは、１つ又は複数の周辺領域の総表面積の少なくとも１０パーセントは、垂直
応力補強材を有さない。
【００４９】
　好ましくは、垂直応力補強材は、本体のそれぞれの主面と関連付けられた補強材プレー
トを備え、それぞれの補強材プレートは、１つ又は複数の質量の小さい領域に、１つ又は
複数の凹部を備える。
【００５０】
　いくつかの実施例では、振動板本体の質量分布は、振動板本体が、１つ又は複数の質量
の小さい領域で比較的小さい質量を有するものである。
【００５１】
　好ましくは、振動板本体の厚さは、好ましくは質量中心位置から、１つ又は複数の質量
の小さい領域に向かって先細りになることによって減少する。
【００５２】
　好ましくは、１つ又は複数の質量の小さい領域は、質量中心位置から振動板の最遠位周
辺部までの総距離の５０パーセントである、振動板の質量中心位置を中心とする半径に、
又はそれを越えて配置される。
【００５３】
　好ましくは、１つ又は複数の質量の小さい領域は、質量中心位置から振動板の最遠位周
辺部までの総距離の８０パーセントである、振動板の質量中心位置を中心とする半径に、
又はそれを越えて配置される。
【００５４】
　好ましくは、振動板本体の厚さは、回転軸から振動板本体の対向する終端部に向けて減
少する。
【００５５】
　好ましくは、振動板本体の側方外側に取り付けられる支持体及び／又は同様の垂直補強
材は存在しない。
【００５６】
　好ましくは、振動板本体の終端面に取り付けられる支持体及び／又は同様の垂直補強材
は存在しない。
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【００５７】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強部材は、振動板本体のそれぞれの主面で、又はそ
のすぐ近傍で、振動板本体の長さ全体の相当な部分に沿って実質的に長手方向に延びる。
【００５８】
　好ましくは、一方の面の垂直応力補強材は、振動板本体の終端部まで延在し、振動板本
体の対向する主面にある垂直応力補強材と連結する。
【００５９】
　垂直応力補強材は、本体の外部で、少なくとも一方の主面に接続されてもよく、別法と
して、本体の中に、動作中、圧縮－引張応力に十分に抵抗するように、この少なくとも一
方の主面のすぐ近傍で、且つそれに実質的に近位に接続されてもよい。
【００６０】
　好ましくは、垂直応力補強材は、少なくとも一方の主面に対しておおよそ平行に向けら
れる。
【００６１】
　好ましくは、垂直応力補強材は、本体の密度より実質的に大きな密度の材料から構成さ
れる。好ましくは、垂直応力補強材材料は、本体の密度の少なくとも５倍である。より好
ましくは、垂直応力補強材材料は、本体の密度の少なくとも１０倍である。さらに好まし
くは、垂直応力補強材材料は、本体の密度の少なくとも１５倍である。さらに好ましくは
、垂直応力補強材材料は、本体の密度の少なくとも５０倍である。最も好ましくは、垂直
応力補強材材料は、本体の密度の少なくとも７５倍である。
【００６２】
　好ましくは、振動板本体は、少なくとも１つの実質的に滑らかな主面を備え、垂直応力
補強材は、前記実質的に滑らかな主面のうちの１つに沿って延びる少なくとも１つの補強
部材を備える。好ましくは、この少なくとも１つの補強部材は、１つ又は複数の対応する
主面の相当な部分又は全体に沿って延びる。この滑らかな主面は、平面でも、別法として
（３次元に延びる）湾曲した滑らかな面でもよい。
【００６３】
　いくつかの実施例では、それぞれの垂直応力補強部材は、関連付けられた主面に対応す
るプロファイルを有し、振動板本体の関連付けられた主面を覆って、又はすぐ近傍に接続
するように構成された、１つ又は複数の実質的に滑らかな補強材プレートを備える。
【００６４】
　同じ、又は代替の実施例では、それぞれの垂直応力補強部材は、振動板本体の対応する
主面に沿って接続される１つ又は複数の細長い支柱を備える。好ましくは、１つ又は複数
の支柱は、主面に沿って実質的に長手方向に延びる。好ましくは、それぞれの垂直応力補
強部材は、対応する主面に沿って実質的に長手方向に延びる、間隔をおいて配置された複
数の支柱を備える。別法として、又は追加的に、それぞれの垂直応力補強部材は、対応す
る主面の長手方向軸に対して傾いて延びる、１つ又は複数の支柱を備える。垂直応力補強
部材は、対応する主面の相当な部分に沿って延びる、比較的傾けられた支柱の網目を備え
てもよい。
【００６５】
　好ましくは、垂直応力補強材は、それぞれが振動板本体の１対の対向する主面と接続さ
れた、又はそのすぐ近傍の、１対の補強部材を備える。
【００６６】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、振動板本体のコア材料とは
別々のものであり、振動板本体のコア材料に接続されて、コア材料によって提供される、
せん断に対するいかなる抵抗とも別に、応力補強材の面上のせん断変形に対する抵抗を与
える。
【００６７】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、前記主面のうちの少なくと
も１つに対し、使用時にせん断変形に抵抗するのに十分に傾いて、コア材料の中で延びる
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。好ましくは、この角度は、主面に対して、４０度から１４０度の間、またより好ましく
は６０から１２０度の間、またさらに好ましくは８０から１００度の間、また最も好まし
くは約９０度である。
【００６８】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、本体の１対の対向する主面
の中、及びそれらの間に埋め込まれる。好ましくは、それぞれの内部補強部材は、１対の
対向する主面と実質的に直交して延び、且つ／又は振動板本体の矢状面に対して実質的に
平行に延びる。
【００６９】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、どちらか一方の側において、対向する垂直応
力補強部材のどちらか一方に接続される。別法として、それぞれの内部補強部材は、対向
する垂直応力補強部材に隣接はするが、それと隔てられて延びる。
【００７０】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、振動板本体の冠状面に実質的に直交するコア
材料内で延びる。好ましくは、それぞれの内部補強部材は、実質的に、関連付けられた主
面の大半では振動板の質量中心位置から遠位である、１つ又は複数の周辺縁部領域に向か
って延びる。
【００７１】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、個体のプレートである。別法として、それぞ
れの内部補強部材は、同一平面上にある支柱の網目を備える。これらのプレート及び／又
は支柱は、平面でも、３次元でもよい。
【００７２】
　好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材は、プラスチック材料と比べて比較的高い比
弾性率を有する材料、たとえばアルミニウムなどの金属、酸化アルミニウムなどのセラミ
ック、又は炭素繊維強化プラスチックに含まれるものなどの高弾性率繊維から形成される
。
【００７３】
　好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材は、少なくとも約８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）
、またさらに好ましくは少なくとも２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、また最も好ましくは少
なくとも１００ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）である比弾性率を有する材料から形成される。
【００７４】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、非複合プラスチック材料と比べて比較的高い
最大比弾性率を有する材料、たとえばアルミニウムなどの金属、酸化アルミニウムなどの
セラミック、又は炭素繊維強化プラスチックに含まれるものなどの高弾性率繊維から形成
される。好ましくは、それぞれの内部補強部材は、振動板本体の冠状面に対して約＋４５
度及び約－４５度の方向に、高い弾性率を有する。
【００７５】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、少なくとも約８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、ま
た最も好ましくは少なくとも２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）である比弾性率を有する材料か
ら形成される。たとえば、ある内部補強部材は、アルミニウム又は炭素繊維強化プラスチ
ックから形成されてもよい。
【００７６】
　好ましくは、振動板本体は実質的に厚い。たとえば、振動板本体は、本体の最大長さ寸
法の少なくとも約１１％である最大厚さを有してもよい。より好ましくは、この最大厚さ
は、本体の最大長さ寸法の少なくとも約１４％である。別法として、又は追加的に、振動
板本体は、本体の長さの少なくとも約１５％、またより好ましくは本体の長さの少なくと
も約２０％である最大厚さを有してもよい。
【００７７】
　別法として、又は追加的に、振動板本体は、振動板本体の主面に沿った最短の長さの約
８％より大きい厚さを有してもよく、最短の長さの約１２％より大きい厚さを有しても、
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約１８％より大きい厚さを有してもよい。
【００７８】
　好ましくは、それぞれの垂直応力補強部材は、たとえばエポキシ系接着剤などの比較的
薄い接着剤の層を介して、振動板本体の対応する主面に接着される。好ましくは、それぞ
れの内部補強部材は、エポキシ系接着剤の比較的薄い層を介して、コア材料及び対応する
１つ又は複数の垂直応力補強部材に接着される。好ましくは、この接着剤は、対応する内
部補強部材の重量の約７０％未満である。より好ましくは、この接着剤は、対応する内部
補強部材の重量の６０％未満、又は５０％未満、又は４０％未満、又は３０％未満、又は
最も好ましくは、２５％未満である。
【００７９】
　一実施例では、振動板本体は、振動板本体の矢状面に沿って実質的に三角形の断面を有
する。
【００８０】
　好ましくは、振動板本体は、くさび形の形態を有する。
【００８１】
　代替の実施例では、振動板本体は、振動板本体の矢状面に沿って実質的に長方形の断面
を有する。
【００８２】
　好ましくは、それぞれの内部補強部材は、以下の式で求められるような、（ｍｍで測定
される）値「ｘ」未満の平均厚さを有し、
【数１】

ここで「ａ」は使用時に振動板本体によって押され得る（ｍｍ２で測定される）空気の面
積であり、「ｃ」は好ましくは１００である定数である。より好ましくは、ｃ＝２００、
またさらに好ましくは、ｃ＝４００、また最も好ましくは、ｃ＝８００である。
【００８３】
　いくつかの実施例では、それぞれの内部補強材は、厚さが０．４ｍｍ未満、またより好
ましくは０．２ｍｍ未満、またより好ましくは０．１ｍｍ未満、またより好ましくは０．
０２ｍｍ未満の材料から作られ得る。
【００８４】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、関連付け
られた主面の一方の端部の近傍の、質量が小さいほうの領域にあるものである。いくつか
の形態では、振動板は、この質量が小さいほうの領域においていかなる垂直応力補強材も
有さない。他の形態では、垂直応力補強材は、この質量が小さいほうの領域において、他
の領域に比べて小さい厚さ、又は小さい幅、又はその両方を有する。
【００８５】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、関連付け
られた主面の１つ又は複数の周辺縁部領域にあるものである。いくつかの形態では、振動
板は、これらの１つ又は複数の周辺領域においていかなる垂直応力補強材も有さない。他
の形態では、垂直応力補強材は、これら１つ又は複数の周辺領域において、他の領域に比
べて小さい厚さ、又は小さい幅、又はその両方を有する。
【００８６】
　いくつかの実施例では、振動板本体は、一方の端部又はその近傍で、比較的小さい質量
を有する。好ましくは、振動板本体は、この一方の端部において比較的小さい厚さを有す
る。いくつかの実施例では、振動板本体の厚さは先細りにされて、厚さが一方の端部に向
かって減少する。他の実施例では、振動板本体の厚さは段をつけられて、厚さがこの一方
の端部に向かって減少する。いくつかの実施例では、両方の端部の間の厚さのエンベロー
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プ又はプロファイルは、振動板本体の冠状面に対して少なくとも４度、またより好ましく
は振動板本体の冠状面に対して少なくとも約５度の角度がつけられる。
【００８７】
　いくつかの実施例では、振動板本体は、一方の端部又はその近傍で、比較的小さい質量
を有する。好ましくは、振動板本体は、この一方の端部において比較的小さい厚さを有す
る。いくつかの実施例では、振動板本体の厚さは先細りにされて、厚さが一方の端部に向
かって減少する。他の実施例では、振動板本体の厚さは段をつけられて、厚さがこの一方
の端部に向かって減少する。いくつかの実施例では、両方の端部の間の厚さのエンベロー
プ又はプロファイルは、振動板本体の冠状面に対して少なくとも４度、またより好ましく
は振動板本体の冠状面に対して少なくとも約５度の角度がつけられる。
【００８８】
　以下は、上記のオーディオ・トランスデューサの態様のそれぞれに適用される。
【００８９】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、
　振動板が回転可能に接続されて動作中に回転する、トランスデューサ基部構造と、
　振動板に作動可能に接続され、振動板の回転に関連して作動する変換機構と
　をさらに備える。
【００９０】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、振動板をトランスデューサ基部構造に
回転可能に接続するヒンジ・システムをさらに備える。
【００９１】
　いくつかの実施例では、ヒンジ・システムは、振動板の運動を容易にするように構成さ
れ、振動板のトランスデューサ基部構造に対する並進変位（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｌ
　ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ）への抵抗に大いに寄与し、約８ＧＰａより大きい、またよ
り好ましくは約２０ＧＰａより大きいヤング率を有する、１つ又は複数の部分を備える。
【００９２】
　好ましくは、使用時に振動板を作動可能に支持するヒンジ組立体のすべての部分は、約
８ＧＰａより大きい、またより好ましくは約２０ＧＰａより大きいヤング率を有する。
【００９３】
　好ましくは、振動板の運動を容易にするように構成され、振動板のトランスデューサ基
部構造に対する並進変位への抵抗に大いに寄与するヒンジ組立体のすべての部分は、約８
ＧＰａより大きい、またより好ましくは約２０ＧＰａより大きいヤング率を有する。
【００９４】
　いくつかの実施例では、ヒンジ・システムは、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒ
ンジ組立体を備え、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部
材は、接触面を有し、動作中に、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素が接触面との実
質的に安定した物理的接触を保ちながら関連付けられた接触部材に対して相対的に動くこ
とを可能にするように構成され、ヒンジ組立体は、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢す
る。
【００９５】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、付勢機構をさらに備え、ヒンジ要素は、付勢機構によっ
て接触面に向かって付勢される。
【００９６】
　好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。
【００９７】
　好ましくは、付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材と
の間の接触領域で、接触面に対して実質的に垂直な方向に実質的に追従的である。
【００９８】
　いくつかの他の実施例では、ヒンジ・システムは、少なくとも１つのヒンジ接続部を備
え、それぞれのヒンジ接続部は、振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振
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動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデューサ基部構造に対して相対的に回転するこ
とを可能にし、ヒンジ接続部は、一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では
振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素
を備え、それぞれのヒンジ要素は、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び
付けられ、動作中、この要素に沿った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん
断変形に抵抗する、実質的な並進剛性（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｌ　ｒｉｇｉｄｉｔｙ
）、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性
を備える。
【００９９】
　上記のオーディオ・トランスデューサのうちの任意の１つを含み、且つオーディオ・ト
ランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分の間に配置
されて、振動板とオーディオ・デバイスのこの少なくとも１つの他の部分との間の振動の
機械的伝達を少なくとも部分的に軽減するデカップリング・マウンティング・システムを
さらに備え、このデカップリング・マウンティング・システムが、オーディオ・デバイス
の第１の構成要素を第２の構成要素にフレキシブルにマウントする、オーディオ・デバイ
ス。
【０１００】
　好ましくは、オーディオ・デバイスのこの少なくとも１つの他の部分は、このデバイス
のオーディオ・トランスデューサの振動板の別の部分ではない。好ましくは、デカップリ
ング・マウンティング・システムは、トランスデューサ基部構造とある他の部分との間に
接続される。好ましくは、このある他の部分は、トランスデューサハウジングである。
【０１０１】
　第１の実施例では、オーディオ・トランスデューサは、電気音響スピーカであり、振動
板に作用して、使用時に振動板を動かす力伝達構成要素をさらに備える。
【０１０２】
　好ましくは、変換機構は、電磁的機構を備える。好ましくは、この電磁的機構は、磁気
構造及び導電性の要素を備える。
【０１０３】
　好ましくは、力伝達構成要素は、振動板に強固に取り付けられる。
【０１０４】
　別の態様では、本発明は、上の態様のオーディオ・トランスデューサのうち任意の１つ
又は複数を組み込み、それを通して独立したオーディオ信号を再生できる２つ以上の異な
るオーディオ・チャネルを備える、２つ以上の電気音響スピーカを備えるオーディオ・デ
バイスから構成されてもよい。好ましくは、このオーディオ・デバイスは、使用者の耳の
約１０ｃｍ以内でのオーディオ用になされた個人用オーディオ・デバイスである。
【０１０５】
　別の態様では、本発明は、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサと前のオーデ
ィオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか１つのその関連する機能、構成及び実施
例の任意の組合せを組み込む、個人用オーディオ・デバイスから構成されるといえる。
【０１０６】
　別の態様では、本発明は、それぞれの耳又はその近位で使用者によって装着されるよう
に構成された１対のインタフェース・デバイスを備える個人用オーディオ・デバイスであ
って、それぞれのインタフェース・デバイスが、１つ又は複数のオーディオ・トランスデ
ューサと前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか１つのその関連する
機能、構成及び実施例の任意の組合せを備える、個人用オーディオ・デバイスから構成さ
れるといえる。
【０１０７】
　別の態様では、本発明は、それぞれの耳又はその周囲で装着されるように構成された１
対のヘッドホン・インタフェース・デバイスを備えるヘッドホン装置であって、それぞれ
のインタフェース・デバイスが、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサと前のオ
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ーディオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか１つのその関連する機能、構成及び
実施例の任意の組合せを備える、ヘッドホン装置から構成されるといえる。
【０１０８】
　別の態様では、本発明は、使用者の耳の外耳道又は甲介内に装着されるように構成され
た１対のイヤホン・インタフェースを備えるイヤホン装置であって、それぞれのイヤホン
・インタフェースが、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサと前のオーディオ・
トランスデューサの態様のうちのいずれか１つのその関連する機能、構成及び実施例の任
意の組合せを備える、イヤホン装置から構成されるといえる。
【０１０９】
　別の態様では、本発明は、オーディオ・トランスデューサが、音響電気トランスデュー
サである、上の態様のうちのいずれか１つのオーディオ・トランスデューサ、並びに関連
する機能、構成及び実施例から構成されるといえる。
【０１１０】
　別の態様では、本発明は概して、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つに隣接して接続されて、動作中に振
動板本体が受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　コア材料に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、動作中に本体が
受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも１つの内部
補強部材とを有し、
　垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、組み立てられた振動板の質量中心
位置から遠位である、関連付けられた主面の１つ又は複数の周辺縁部領域にあるものであ
る、
　振動板で構成されるといえる。
【０１１１】
　好ましくは、質量中心位置から遠位である１つ又は複数の領域は、質量中心位置から最
遠位である１つ又は複数の領域である。
【０１１２】
　いくつかの実施例では、質量中心位置から最遠位である１つ又は複数の領域は、いかな
る垂直応力補強材も有さない。
【０１１３】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材は、補強材プレートを備え、このプレートの前
記質量中心位置から遠位である領域は、１つ又は複数の凹部を備える。好ましくは、質量
中心位置から遠位である１対の対向する領域は、１つ又は複数の凹部を備える。好ましく
は、それぞれの凹部の幅は、前記質量中心位置からの距離に応じて増加する。
【０１１４】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材の少なくとも１つの凹部は、１対の内部補強部
材の間に配置される。
【０１１５】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材は、補強材プレートを備え、このプレートの前
記質量中心位置から遠位である領域は、質量中心位置又はその近位である領域に比べて、
小さい厚さを有する。
【０１１６】
　このプレートの厚さは、この近位領域と遠位領域との間で段をつけられても、先細りに
されてもよい。
【０１１７】
　第３の態様では、本発明は概して、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
が受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
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　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受け
るせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを軽減する、少なくとも１つの内部補強部材とを
有し、
　振動板本体が、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で比較的小さい質
量を有する、
　振動板で構成されるといえる。
【０１１８】
　好ましくは、振動板本体は、質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で、比較的小
さい厚さを有する。
【０１１９】
　好ましくは、質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域は、質量中心位置から最も遠
位な１つ又は複数の領域である。
【０１２０】
　いくつかの実施例では振動板本体の厚さは、先細りにされて、遠位領域に向かって厚さ
が減少する。他の実施例では、振動板本体の厚さは、段をつけられて、遠位領域に向かっ
て厚さが減少する。
【０１２１】
　いくつかの実施例では、振動板本体は、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数
の領域で、比較的小さい質量を有する。
【０１２２】
　好ましくは、質量中心から最遠位である１つ又は複数の周辺領域は、実質的に先端が直
線状である。
【０１２３】
　第４の態様では、本発明は概して、
　１つ又は複数の主面を有するコア材料から構成される振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
が受ける圧縮－引張応力に抵抗する垂直応力補強材と、
　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受け
るせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを軽減する、少なくとも１つの内部補強部材とを
有し、
　振動板が、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で比較的小さい質量を
有する、
　オーディオ・トランスデューサ振動板で構成されるといえる。
【０１２４】
　好ましくは、質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域は、質量中心位置から最遠位
な１つ又は複数の領域である。
【０１２５】
　好ましくは、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、質量中心位置から遠
位な、関連付けられた主面の１つ又は複数の周辺縁部領域にあるものである。別法として
、又は追加的に、振動板本体は、振動板の質量中心位置から遠位な、振動板の１つ又は複
数の周辺領域で、比較的小さい質量を有する。
【０１２６】
　好ましくは、振動板本体は、１つ又は複数の遠位領域で比較的小さい厚さを有し、垂直
応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、１つ又は複数の遠位領域にあるものであ
る。
【０１２７】
　好ましくは、質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域は、質量中心位置から最遠位
な１つ又は複数の領域である。
【０１２８】
　いくつかの実施例では、質量中心位置から最遠位な１つ又は複数の領域は、いかなる垂
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直応力補強材も有さない。
【０１２９】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材は、補強材プレートを備え、このプレートの前
記質量中心位置から遠位である領域は、１つ又は複数の凹部を備える。好ましくは、質量
中心位置から遠位である１対の対向する領域は、１つ又は複数の凹部を備える。好ましく
は、それぞれの凹部の幅は、前記質量中心位置空の距離に応じて増加する。
【０１３０】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材の少なくとも１つの凹部は、１対の内部補強部
材同士の間に配置される。
【０１３１】
　いくつかの実施例では、垂直応力補強材は、補強材プレートを備え、このプレートの前
記質量中心位置から遠位である領域は、質量中心位置又はその近位である領域に比べて、
小さい厚さを有する。
【０１３２】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体が受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材とを有する振動板であって、
　　垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、振動板の質量中心位置から遠位
な１つ又は複数の領域にあるものである、
　振動板、並びに
　振動板を収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルを備えるハウジングを備え
、
　振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と物理的に連結しない周辺部を備え
る、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０１３３】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。
【０１３４】
　好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ又は複数の
周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは、少なくと
も３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せず、その
結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０％、また
より好ましくは、少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、おおよ
そ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又
は周長のおおよそ全体を構成する。
【０１３５】
　いくつかの実施例では、外周部の、振動板の質量中心位置から最遠位である領域のほう
が、質量中心位置に近位である領域よりも、ハウジングの内部によって支持されない。
【０１３６】
　好ましくは、質量中心位置から最遠位な１つ又は複数の領域は、いかなる垂直応力補強
材も有さない。
【０１３７】
　好ましくは、振動板本体は、質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で、比較的小
さい質量を有する。
【０１３８】
　好ましくは、振動板本体は、この１つ又は複数の遠位領域で、比較的小さい厚さを有す
る。この厚さは、この１つ又は複数の遠位領域に向かって先細りにされても、段をつけら
れてもよい。
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【０１３９】
　一実施例では、振動板本体の厚さは、質量中心位置の領域又はそれに近位な領域から質
量中心位置から最遠位である１つ又は複数の領域に向かって連続的に先細りにされる。
【０１４０】
　好ましくは、振動板本体の１つ又は複数の遠位領域は、垂直応力補強材の１つ又は複数
の遠位領域に合わせられる。
【０１４１】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体が受ける圧縮－引張応力に抵抗する垂直応力補強材とを有する振動板であって、
　　少なくとも１つの主面が、１つ又は複数の周辺縁部領域においていかなる垂直応力補
強材も有さず、それぞれの周辺縁部領域が、質量中心位置から主面の最遠位周辺縁部まで
の総距離の５０パーセントである、振動板の質量中心位置を中心とする半径に、又はそれ
を越えて配置される
　振動板、並びに
　振動板を収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルを備えるハウジングを備え
、
　振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備え
る、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０１４２】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
、少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的連結が
なく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５
０％、またより好ましくは、少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部
は、おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺
部の長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。好ましくは、それぞれの１つ又は複数の周
辺縁部領域は、質量中心位置から主面の最遠位周辺縁部までの総距離の８０パーセントの
ところに、又はそれを越えて配置される。
【０１４３】
　好ましくは、垂直応力補強材は、振動板本体の対向する主面に接続される１対の補強部
材を備える。
【０１４４】
　好ましくは、１つ又は複数の主面の総表面積の少なくとも１０パーセントは、垂直応力
補強材を有さず、又は１つ又は複数の主面の総表面の少なくとも２５％、又は少なくとも
５０％は、垂直応力補強材を有さない。
【０１４５】
　好ましくは、振動板は、質量中心から遠位な１つ又は複数の周辺縁部領域で、単位面積
当たりで比較的小さい質量を有する。
【０１４６】
　好ましくは、振動板は、振動板の１つ又は複数の周辺縁部領域で、振動板の冠状面と比
較して、また別法として振動板本体の主面の面と比較して、単位面積当たりで比較的小さ
い質量を有する。
【０１４７】
　好ましくは、振動板本体は、振動板の１つ又は複数の周辺縁部領域で、比較的小さい厚
さを有する。この厚さは、この１つ又は複数の遠位周辺縁部領域に向かって先細りにされ
ても、段をつけられてもよい。
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【０１４８】
　第７の態様では、本発明は概して、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
が受ける圧縮－引張応力に抵抗する垂直応力補強材とを有し、
　垂直応力補強材が、前記主面のうちの１つ又は複数に補強部材を備え、それぞれの補強
部材が、一連の支柱を備える、
　振動板、並びに
　振動板を収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルを備えるハウジングを備え
、
　振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備え
る、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０１４９】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
、少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結
せず、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５
０％、またより好ましくは、少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部
は、おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺
部の長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。
【０１５０】
　好ましくは、前記支柱は、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域におい
て、減じられた厚さを有する。
【０１５１】
　好ましくは、それぞれの支柱は、その幅の１／１００より大きい厚さを有する。より好
ましくは、それぞれの支柱は、その幅の１／６０より大きい厚さを有する。最も好ましく
は、それぞれの支柱は、その幅の１／２０より大きい厚さを有する。
【０１５２】
　好ましくは、１つ又は複数の垂直応力補強部材は、異方性材料から形成される。
【０１５３】
　好ましくは、異方性垂直応力補強部材は、少なくとも８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、また
より好ましくは、少なくとも２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、また最も好ましくは、少なく
とも１００ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）である比弾性率を有する材料から形成される。
【０１５４】
　好ましくは、この異方性材料は繊維複合材料であり、ここでは繊維はそれぞれの支柱を
通って実質的に一方向の向きで通される。好ましくは、繊維は、関連付けられた支柱の長
手方向軸と実質的に同じ向きで通される。好ましくは、それぞれの支柱は、一方向炭素繊
維複合材料から形成される。好ましくは、前記複合材料は、ヤング率が少なくとも約１０
０ＧＰａで、より好ましくは２００ＧＰａより大きい、最も好ましくは４００ＧＰａより
大きい炭素繊維を組み込む。
【０１５５】
　好ましくは、垂直応力補強材は、振動板本体の対向する主面に接続される１対の補強部
材を備え、一方の主面の第１の補強部材の１つ又は複数の支柱は、振動板本体の周辺部で
、対向する主面の第２の補強部材の１つ又は複数の支柱と連結する。
【０１５６】
　好ましくは、第１の補強部材と第２の補強部材は、実質的に振動板本体の冠状面に対し
て垂直な方向における変位に対して振動板本体を支持する三角形の補強材を形成する。
【０１５７】
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　好ましくは、それぞれの補強部材は、複数の支柱を備える。好ましくは、これらの複数
の支柱は、交差する。好ましくは、支柱相互間の交差領域は、振動板の質量中心位置から
振動板の周辺部までの総距離の５０パーセントのところに、又はそれを越えて位置する。
他の交差領域は、この総距離の５０パーセント以内に配置されてもよい。
【０１５８】
　好ましくは、振動板本体の少なくとも１つの主面は、関連付けられた主面の１つ又は複
数の周辺縁部領域においていかなる垂直応力補強材も有さず、それぞれの周辺縁部領域は
、質量中心位置から主面の最遠位周辺縁部までの総距離の５０パーセントである、質量中
心位置を中心とする半径に、又はそれを越えて配置される。
【０１５９】
　好ましくは、垂直応力補強材は、振動板本体の対向する主面に接続される１対の補強部
材を備え、両方の主面は、関連付けられた周辺縁部領域において、いかなる垂直応力補強
材も有さない。
【０１６０】
　好ましくは、１つ又は複数の主面の総表面積の少なくとも１０パーセント、又は少なく
とも２５％、又は少なくとも５０％は、１つ又は複数の周辺縁部領域において、垂直応力
補強材を有さない。
【０１６１】
　好ましくは、振動板本体は、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で比
較的小さい質量を有する。
【０１６２】
　好ましくは、振動板本体は、この１つ又は複数の遠位領域で、比較的小さい厚さを有す
る。この厚さは、この１つ又は複数の遠位領域に向かって先細りにされても、段をつけら
れてもよい。
【０１６３】
　前に述べたオーディオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか１つ、並びにそれら
の関連する機能、実施例、及び構成の、第１の実施例では、オーディオ・トランスデュー
サは、電気音響スピーカであり、振動板に作用して、使用時に振動板を動かす力伝達構成
要素をさらに備える。
【０１６４】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、
　トランスデューサ基部構造と、
　変換機構とをさらに備え、振動板が、トランスデューサ基部構造に可動に接続され、且
つ変換機構に作動可能に接続され、その結果、動作中、基部構造に対する振動板の動きに
より、変換機構によって受けられる電気オーディオ信号が音に変換される。
【０１６５】
　好ましくは、トランスデューサ基部構造は、実質的に厚く、ずんぐりしたジオメトリを
有する。
【０１６６】
　好ましくは、変換機構は、電磁的機構を備える。好ましくは、電磁的機構は、磁気構造
及び導電性の要素を備える。好ましくは、磁気構造は、トランスデューサ基部構造に接続
され、トランスデューサ基部構造の一部を形成し、導電性の要素は、振動板に接続され、
振動板の一部を形成する。好ましくは、磁気構造は、永久磁石と、間隙で隔てられ、それ
らの間に磁界を発生する内側ポールピース及び外側ポールピースとを備える。好ましくは
、導電性の要素は、少なくとも１つのコイル巻線を備える。好ましくは、振動板は、振動
板基部フレームを備え、導電性の要素は、振動板基部フレームに強固に接続される。
【０１６７】
　第１の構成では、振動板は、トランスデューサ基部構造に対して回転可能に接続される
。好ましくは、振動板基部フレームは、振動板の一方の端部に配置され、それに強固に接
続される。好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、振動板をトランスデューサ基
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部構造に回転可能に接続するためのヒンジ・システムをさらに備える。
【０１６８】
　好ましくは、振動板は、動作中、回転軸を中心に振動する。
【０１６９】
　一形態では、ヒンジ・システムは、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体
を備え、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材は、接触
面を有し、動作中に、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定
した物理的接触を保ちながら関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能に
するように構成され、ヒンジ組立体は、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢する。好まし
くは、ヒンジ組立体は、付勢機構をさらに備え、ヒンジ要素は、付勢機構によって接触面
に向かって付勢される。好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。好ましくは、
付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域
で、接触面に対して実質的に垂直な方向に実質的に追従的である。
【０１７０】
　別の形態では、ヒンジ・システムは、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、それぞれ
のヒンジ接続部は、振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作
中、回転軸を中心にトランスデューサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし
、ヒンジ接続部は、一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固
に連結され、且つ互いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それ
ぞれのヒンジ要素は、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動
作中、この要素に沿った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗
する、実質的な並進剛性、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能に
する、実質的な可撓性を備える。
【０１７１】
　第２の構成では、オーディオ・トランスデューサは、直線動作トランスデューサであり
、ここでは振動板は、トランスデューサ基部構造に対して直線的に運動可能である。好ま
しくは、振動板基部フレームは、振動板の中央領域に接続され、この構造の主面から磁気
構造に横切って延びる。
【０１７２】
　好ましくは、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサは、ごく部分的に、振動
板を周辺部の周長の周りでハウジング又は周囲の構造に連結する振動板サスペンションを
備える。好ましくは、このサスペンションは、周辺部の周長の８０％未満の長さに沿って
振動板を連結する。好ましくは、このサスペンションは、周辺部の周長の５０％未満の長
さに沿って振動板を連結する。好ましくは、このサスペンションは、周辺部の周長の２０
％未満の長さに沿って振動板を連結する。
【０１７３】
　前に述べたオーディオ・トランスデューサ態様のうちのいずれか１つ、並びにそれらの
関連する機能、実施例、及び構成の第２の実施例では、オーディオ・トランスデューサは
、音響電気トランスデューサであり、使用時に振動板の作用を受けて、振動板の動きに応
答して電気エネルギーを生み出すように構成された力伝達構成要素をさらに備える。
【０１７４】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体が受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材とを備える
　振動板、並びに
　使用時に、回転軸を中心に振動板を作動可能に支持するように構成されたヒンジ組立体
を備え、
　少なくとも１つの主面が、主面の１つ又は複数の周辺縁部領域でいかなる垂直応力補強
材も有さず、周辺縁部領域が、回転軸から主面の最遠位周辺縁部までの総距離の８０パー



(21) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

セントである、回転軸を中心とする半径に、又はそれを越えて配置される、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０１７５】
　好ましくは、振動板本体は実質的に厚い。好ましくは、振動板本体は、振動板本体の最
大長さの少なくとも１１％、またより好ましくは、振動板本体の最大長さの少なくとも１
４％である最大厚さを有する。
【０１７６】
　好ましくは、振動板本体は、回転軸から振動板の最遠位周辺領域までの総距離の少なく
とも１５％である最大厚さを有する。より好ましくは、この最大厚さは、この総距離の少
なくとも２０％である。
【０１７７】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受
けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも１つの内部補
強部材と
　を備える振動板、並びに
　振動板に接続されて、使用時に、関連付けられた回転軸を中心に振動板を回転させるヒ
ンジ組立体
　を備えるオーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０１７８】
　このヒンジ組立体は、振動板に直接的に接続されても、１つ又は複数の中間の構成要素
によって間接的に接続されてもよい。
【０１７９】
　好ましくは、１つ又は複数の主面は、実質的に平面である。
【０１８０】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、振動板本体の矢状面に対し
て実質的に平行に向けられる。好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは
、ヒンジ組立体の回転軸に対して実質的に垂直であり、且つ／又は振動板本体の長手方向
軸に対して実質的に平行な長手方向軸を備える。好ましくは、少なくとも１つの内部補強
部材のそれぞれは、回転軸の、又は回転軸に近位な領域と振動板本体の対向する端部との
間に延びる。
【０１８１】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、振動板本体の厚さの相当な
部分にわたって横方向に、且つ振動板本体の長さの相当な部分に沿って長手方向に延びる
、少なくとも１つのパネルを備える。
【０１８２】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、直接的に、又は少なくとも
１つの中継の構成要素を介して、ヒンジ組立体に強固に接続される。
【０１８３】
　中継の構成要素は、ヤング率が約８ＧＰａより大きい、またより好ましくは約２０ＧＰ
ａより大きい材料から作られてもよい。
【０１８４】
　好ましくは、１つ又は複数の中継の構成要素は、振動板本体の冠状面に対して約３０度
より大きい角度で向けられ、且つ振動板の回転軸に対して実質的に平行である、実質的に
平面のセクションを組み込み、ヒンジ機構と内部補強部材の間で、最小限の追従性で冠状
面に平行な方向に負荷を伝達する。
【０１８５】
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　一実施例では、電気音響トランスデューサは、振動板に作用して、使用時に振動板を動
かす力伝達構成要素を有する励起機構を備える電気音響スピーカ、又はその一部である。
【０１８６】
　好ましくは、電気音響スピーカは、２つ以上の電気音響スピーカの構成を通じて２つ以
上の異なるオーディオ・チャネルを使用するオーディオ・デバイス内に構成される。
【０１８７】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材のそれぞれは、直接的に、又は少なくとも
１つの中継の構成要素を介して、力伝達構成要素に強固に連結される。
【０１８８】
　好ましくは、垂直応力補強材は、振動板本体の１対の対向する主面のいずれか一方に、
１つ又は複数の垂直応力補強部材を備える。
【０１８９】
　好ましくは、いずれかの主面の１つ又は複数の垂直応力補強部材は、直接的に、又は１
つ又は複数の中継の構成要素を介して、力伝達構成要素に強固に連結される。
【０１９０】
　好ましくは、いずれかの主面のこれらの１つ又は複数の垂直応力補強部材は、直接的に
、又は１つ又は複数の中継の構成要素を介して、ヒンジ組立体に強固に連結される。
【０１９１】
　好ましくは、少なくとも１つの内部補強部材とヒンジ組立体、少なくとも１つの内部補
強部材と力伝達構成要素、１つ又は複数の垂直応力補強部材とヒンジ組立体、及び／又は
１つ又は複数の垂直応力補強部材と力伝達構成要素の間のうち、任意の１つ又は複数の剛
性連結を容易にする、任意の中継の構成要素は、スチールや炭素繊維などの実質的に剛性
の材料から形成される。好ましくは、この中継の構成要素は、プラスチック材料から形成
されない。
【０１９２】
　好ましくは、振動板本体の厚さは、回転軸から振動板本体の対向する終端部に向けて減
少する。好ましくは、この厚さは、回転軸と振動板本体の対向する終端部の間で先細りに
される。
【０１９３】
　好ましくは、垂直応力補強材の質量分布は、回転軸に近位である１つ又は複数の領域に
配置される質量と比べて、比較的小さい質量が、振動板本体の終端部、又はその近位であ
る１つ又は複数の領域に配置されるものである
【０１９４】
　好ましくは、振動板本体の終端部に近位な、それぞれの主面の１つ又は複数の領域は、
垂直応力補強材を有さない。
【０１９５】
　好ましくは、これらの１つ又は複数の領域は、少なくとも１つの内部補強部材の近傍の
間に配置される。
【０１９６】
　別法として、又は追加的に、比較的小さい質量の垂直応力補強材の、１つ又は複数の領
域は、回転軸に近位である１つ又は複数の領域に位置する垂直応力補強材に比べて減じら
れた厚さの垂直応力補強材を備える。
【０１９７】
　好ましくは、振動板は、５つ以下の内部補強部材を備える。好ましくは、振動板は、４
つの内部補強部材を備える。
【０１９８】
　好ましくは、垂直応力補強部材は、振動板本体のそれぞれの主面で、又はそのすぐ近傍
で、振動板本体の長さ全体の相当な部分に沿って実質的に長手方向に延びる。
【０１９９】
　好ましくは、振動板本体の側方外側に取り付けられる支持体及び／又は同様の垂直補強
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材は存在しない。
【０２００】
　好ましくは、振動板本体の終端面に取り付けられる支持体及び／又は同様の垂直補強材
は存在しない。好ましくは、いかなる種類の膜又は塗料も存在しない。塗料が存在する場
合、これは実質的に薄く、軽量であることが好ましい。好ましくは、振動板本体のコア材
料が、発泡ポリスチレンフォーム又はそれと同様のものである場合、通常、熱線はより大
きい密度の溶融層を生み出すので、これはたとえば熱線で溶融されるのではなく、機械的
に切断される。
【０２０１】
　好ましくは、垂直応力補強材は、両方の主面の振動板本体の終端部で、又はその手前で
終端する。
【０２０２】
　別法として、一方の面の垂直応力補強材は、振動板本体の終端部まで延在し、振動板本
体の対向する主面にある垂直応力補強材と連結する。
【０２０３】
　別の態様では本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受
けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも１つの内部補
強部材と
　を備える振動板、並びに
　使用時に振動板を作動可能に支持する１つ又は複数の薄肉のフレキシブル・ヒンジ要素
を備える、ヒンジ組立体
　を備えるオーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２０４】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、トランスデューサ基部構造をさらに備
え、ヒンジ組立体は、振動板をトランスデューサ基部構造に対して回転可能に接続する。
【０２０５】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、それぞれのヒン
ジ接続部が、振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回
転軸を中心にトランスデューサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒン
ジ接続部が、一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結
され、且つ互いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれの
ヒンジ要素が、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、
この要素に沿った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、
実質的な並進剛性、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、
実質的な可撓性を備える。
【０２０６】
　一形態では、オーディオ・トランスデューサは、振動板を支持するための振動板基部フ
レームを備え、振動板基部フレームは、それぞれのヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ
要素に直接取り付けられる。
【０２０７】
　好ましくは、振動板基部フレームは、振動板とそれぞれのヒンジ接続部の間の剛性連結
を容易にする。
【０２０８】
　好ましくは、振動板は、それぞれのヒンジ接続部と密に結び付けられる。たとえば、振
動板からそれぞれのヒンジ接続部までの距離は、回転軸から振動板の最遠位周辺部までの
最大距離の半分未満、またより好ましくはこの最大距離の１／３未満、またより好ましく
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はこの最大距離の１／４未満、またより好ましくはこの最大距離の１／８未満、また最も
好ましくはこの最大距離の１／１６未満である。
【０２０９】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要
素は、曲げに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのヒンジ要素は
、ねじれに対して実質的に剛性である。
【０２１０】
　代替の実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は
、ねじれに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのフレキシブル・
ヒンジ要素は、曲げに対して実質的に剛性である。
【０２１１】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ要素は、おおよそ、又は実質的に平面のプロ
ファイル、たとえば平坦なシートの形態を有する。
【０２１２】
　いくつかの実施例では、それぞれの接続部の１対のフレキシブル・ヒンジ要素同士は、
共通の縁部に沿って連結、又は交差して、おおよそＬ形の断面を形成する。いくつかの他
の構成では、それぞれのヒンジ接続部の１対のフレキシブル・ヒンジ要素同士は、中央領
域に沿って交差して回転軸を形成し、これらのヒンジ要素は、おおよそＸ形の断面を形成
する、すなわちヒンジ要素は、クロスばね（ｃｒｏｓｓ　ｓｐｒｉｎｇ）構成を形成する
。いくつかの他の構成では、それぞれのヒンジ接続部のフレキシブル・ヒンジ要素同士は
、隔てられて、異なる方向に延びる。
【０２１３】
　一形態では、この回転軸は、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素同士が交差する点と
おおよそ同一直線上にある。
【０２１４】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要
素は、横方向の、この要素の長手方向の長さに沿った湾曲部を備える。ヒンジ要素は、わ
ずかに曲げられて、その結果、動作中に実質的に平面の状態に屈曲することができる。
【０２１５】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素の片方又は両方の厚さは
、振動板又はトランスデューサ基部構造から最遠位であるヒンジ要素の端部で、又はその
近位で増加する。
【０２１６】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受
けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも１つの内部補
強部材と
　を有する振動板、並びに
　振動板を作動可能に支持し、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒンジ・システムで
あって、それぞれのヒンジ接続部が、第１のヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材が
、接触面を提供する、ヒンジ・システムを備え、
　使用時に、それぞれのヒンジ接続部が、ヒンジ要素が接触部材に対して相対的に動くこ
とを可能にするように構成される、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２１７】
　好ましくは、各ヒンジ接続部ごとに、接触部材は、接触面を有し、それぞれのヒンジ接
続部は、動作中、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定した物理的接触を保ちながら、関
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連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能にするように構成され、ヒンジ組
立体は、接触面に向かってヒンジ要素を付勢する。
【０２１８】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、トランスデューサ基部構造をさらに備
え、ヒンジ組立体は、振動板をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続して、動作中
、ヒンジ組立体の回転軸又はおおよその回転軸を中心に振動板が回転することを可能にす
る。好ましくは、振動板は、動作中、回転軸を中心に振動する。
【０２１９】
　好ましくは、実質的に安定した物理的接触は、実質的に安定した力を有する。
【０２２０】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ要素に、関連付けられた接触
面に向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。
【０２２１】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、付勢機構をさらに備え、ヒンジ要素は、付勢機構によっ
て接触面に向かって付勢される。
【０２２２】
　一形態では、付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材と
の間の接触領域で、接触面に対して垂直な軸に対して２５度未満、又は１０度未満、又は
５度未満の方向に付勢力を加える。
【０２２３】
　好ましくは、付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材と
の間の接触領域で、接触面に対して実質的に垂直な方向に付勢力を加える。
【０２２４】
　好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。好ましくは、付勢機構は、動作中、
それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域で、接触面に対して実
質的に垂直な方向に、実質的に追従的である。
【０２２５】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材の間の接触により、ヒンジ要素は、動作中、接触領
域で、接触面に対して垂直な方向に、接触部材に対する相対的な並進運動に逆らって、実
質的に強固に拘束される。
【０２２６】
　一実施例では、付勢機構は、接触部材に対する相対的な並進運動に対し、ヒンジ要素を
、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域で、接触面に対して
垂直な方向に強固に拘束する構造とは別々のものである。
【０２２７】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体であって、振動板本体の最大厚さが、本体の
最大長さの１１％より大きい振動板本体
　を有する振動板と、
　振動板に接続されて、使用時に、関連付けられた回転軸を中心に振動板を回転させるヒ
ンジ組立体とを備え、
　使用者の耳の約１０ｃｍ以内でのオーディオ用になされた電気音響スピーカである、オ
ーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２２８】
　別の態様では本発明は概して、通常、使用者の耳又は頭部の近傍で直接、又は直接関連
して使用されるように構成されたオーディオ・デバイスであって、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体であって、振動板本体の最大厚さが、本体の
最大長さの１１％より大きい、振動板本体
　を有する振動板と、
　振動板に接続されて、使用時に関連付けられた回転軸を中心に振動板を回転させるヒン
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ジ・システムと
　を備える、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサを含む、オーディオ・デバ
イスで構成されるといえる。
【０２２９】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、電気音響スピーカであり、このオーデ
ィオ・デバイスは、使用者の耳の約１０ｃｍ以内でのオーディオ用になされる。
【０２３０】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、少なくとも１つのオーディオ・トランスデュー
サを中に収容するためのハウジングをさらに備える。
【０２３１】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサの振動板本体は、少なくともその周辺部の
一部に沿って、少なくとも部分的にはハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備
える。
【０２３２】
　別の態様では、本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体であって、振動板本体の最大厚さが、本体の
最大長さの１１％より大きい、振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材とを有し、
　　少なくとも１つの主面が、１つ又は複数の周辺縁部領域においていかなる垂直応力補
強材も有さず、それぞれの周辺縁部領域が、質量中心位置から主面の最遠位周辺縁部まで
の総距離の５０パーセントである、振動板の質量中心位置を中心とする半径に、又はそれ
を越えて配置される
　振動板、並びに
　振動板を収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルを備えるハウジングを備え
、
　振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備え
る、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２３３】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
、少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結
せず、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５
０％、またより好ましくは、少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部
は、おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺
部の長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。
【０２３４】
　好ましくは、ハウジングの内部と物理的に連結しない、振動板周辺部の１つ又は複数の
周辺領域とハウジングの内部との間には、小さい空気間隙が存在する。
【０２３５】
　好ましくは、振動板の周辺縁部領域とハウジングの間の距離によって定められる空気間
隙の幅は、振動板本体の主面に沿った最短の長さの１／１０未満、より好ましくは１／２
０未満である。
【０２３６】
　好ましくは、この空気間隙の幅は、振動板本体の長さの１／２０未満である。好ましく
は、この空気間隙の幅は、１ｍｍ未満である。
【０２３７】
　別の態様では、本発明は概して、
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　　１つ又は複数の主面を有するコア材料から構成される振動板本体であって、振動板本
体の最大厚さが、本体の最大長さの１１％より大きい、振動板本体と、
　　コア材料に埋め込まれ、１つ又は複数の主面に対してある角度で向けられ、コア材料
が動作中に受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも
１つの内部補強部材と
　を有する振動板、並びに
　振動板に作用して、使用時に振動板を動かす、力伝達構成要素を備え、
　使用者の耳の約１０ｃｍ以内でのオーディオ用になされた電気音響スピーカである、オ
ーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２３８】
　別の態様では、本発明は概して、通常、使用者の耳又は頭部の近傍で直接、又は直接関
連して使用されるように構成されたオーディオ・デバイスであって、
　　１つ又は複数の主面を有するコア材料から構成される振動板本体であって、振動板本
体の最大厚さが、本体の最大長さの１１％より大きい振動板本体と、
　　コア材料に埋め込まれ、１つ又は複数の主面に対してある角度で向けられ、コア材料
が動作中に受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも
１つの内部補強部材と
　を有する振動板、並びに
　振動板に作用して、使用時に振動板を動かす、力伝達構成要素
　を備える、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサを含む、オーディオ・デバ
イスで構成されるといえる。
【０２３９】
　別の態様では本発明は概して、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体のこの面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受
けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも１つの内部補
強部材と
　を有する振動板、
　トランスデューサ基部構造、並びに
　ヒンジ組立体を備え、
　振動板が、ヒンジ組立体によって作動可能に支持されて、トランスデューサ基部構造に
対しておおよその回転軸を中心に回転し、
　振動板の運動を容易にするように構成され、振動板のトランスデューサ基部構造に対す
る並進変位への抵抗に大いに寄与し、約８ＧＰａより大きい、またより好ましくは約２０
ＧＰａより大きいヤング率を有する１つ又は複数の部分をヒンジ組立体が備える、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２４０】
　好ましくは、使用時に振動板を作動可能に支持する、ヒンジ組立体のすべての部分は、
約８ＧＰａより大きい、またより好ましくは約２０ＧＰａより大きいヤング率を有する。
【０２４１】
　好ましくは、振動板の運動を容易にするように構成され、振動板のトランスデューサ基
部構造に対する並進変位への抵抗に大いに寄与する、ヒンジ組立体のすべての部分は、０
．１ＧＰａより大きいヤング率を有する。
【０２４２】
　別の態様では、本発明は概して、
　動作中、実質的に剛性のままである振動板本体を有する振動板と、
　使用時に、振動板を作動可能に支持するように構成され、１つ又は複数のヒンジ接続部
を有するヒンジ組立体を備えるヒンジ・システムであって、それぞれのヒンジ接続部が、
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ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材が、接触面を有する、ヒンジ・システムとを備
え、
　動作中、それぞれのヒンジ接続部が、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定した物理的
接触を保ちながら、関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能にするよう
に構成され、ヒンジ組立体が、接触面に向かってヒンジ要素を付勢する、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０２４３】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、トランスデューサ基部構造をさらに備
え、ヒンジ組立体は、振動板をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続して、動作中
、ヒンジ組立体の回転軸又はおおよその回転軸を中心に振動板が回転することを可能にす
る。好ましくは、振動板は、動作中、回転軸を中心に振動する。
【０２４４】
　好ましくは、実質的に安定した物理的接触は、実質的に安定した力を有する。
【０２４５】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ要素に、関連付けられた接触
面に向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。
【０２４６】
　好ましくは、振動板は、実質的に剛性の振動板本体を有する。
【０２４７】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、付勢機構をさらに備え、ヒンジ要素は、付勢機構によっ
て接触面に向かって付勢される。
【０２４８】
　一形態では、付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材と
の間の接触領域で、接触面に対して垂直な軸に対して２５度未満、又は１０度未満、又は
５度未満の方向に付勢力を加える。
【０２４９】
　好ましくは、付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材と
の間の接触領域で、接触面に対して実質的に垂直な方向に付勢力を加える。
【０２５０】
　好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。好ましくは、付勢機構は、動作中、
それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域で、接触面に対して実
質的に垂直な方向に実質的に追従的である。
【０２５１】
　好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。好ましくは、付勢機構は、動作中、
それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域で、接触面に対して実
質的に垂直な方向に、付勢変位に相対するものとしての付勢力を加えるという点において
、実質的に追従的である。
【０２５２】
　好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。好ましくは、付勢機構は、動作中、
使用時に、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域で、ヒンジ
要素が接触面に対して実質的に垂直な方向にわずかに移動する場合、その付勢力が大きく
変化しないという点において、実質的に追従的である。
【０２５３】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材の間の接触により、ヒンジ要素は、動作中、接触領
域で、接触面に対して垂直な方向に、接触部材に対する相対的な並進運動に逆らって、実
質的に強固に拘束される。
【０２５４】
　一実施例では、付勢機構は、接触部材に対する相対的な並進運動に対し、ヒンジ要素を
、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材との間の接触領域で、接触面に対して
垂直な方向に強固に拘束する構造とは別々のものである。
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【０２５５】
　一実施例では、振動板は、付勢機構を備える。
【０２５６】
　好ましくは、追加的な力がヒンジ要素に加えられ、その合力を表すベクトルが、ヒンジ
要素と接触面の物理的接触位置を通り、その合力が、付勢力と比較して小さいとき、ヒン
ジ要素と接触部材の間の安定した物理的接触により、ヒンジ要素の接触部分が、トランス
デューサ基部構造に対する並進運動に対して強固に拘束され、ヒンジ要素は、接点で、接
触面に対して垂直な方向に、接触部材と接触する。
【０２５７】
　好ましくは、追加的な力がヒンジ要素に加えられ、その合力を表すベクトルが、ヒンジ
要素と接触面の物理的接触位置を通り、その合力が、付勢力と比較して小さいとき、ヒン
ジ要素と接触部材の間の安定した物理的接触により、ヒンジ要素の接触部分が、接点で、
トランスデューサ基部構造に対するあらゆる並進運動に対して効果的に強固に拘束される
。
【０２５８】
　好ましくは、付勢機構は十分に追従的であり、その結果、
　振動板が、動作中ニュートラル位置にあり、
　追加的な力が、ヒンジ要素が接触面と接触する領域を通り、接触面に対して垂直な方向
に、接触部材からヒンジ要素に加えられ、
この追加的な力が、付勢力と比較して比較的小さく、その結果、ヒンジ要素と接触部材の
間の分離が起こらないとき、
　結果として生じる、接触部材によってヒンジ要素に加えられる反力の変化は、結果とし
て生じる、付勢機構によって加えられる力の変化よりも大きい。
【０２５９】
　好ましくは、この結果として生じる変化は、少なくとも４倍、より好ましくは少なくと
も８倍、最も好ましくは少なくとも２０倍大きい。
【０２６０】
　好ましくは、付勢構造の追従性は、接触部材と比較して、付勢機構内の非接合の構成要
素同士の間の接触領域と関連付けられた、且つその領域での追従性を除く。
【０２６１】
　好ましくは、振動板本体は、動作中、トランスデューサのＦＲＯにわたって、実質的に
剛性の形態を保つ。
【０２６２】
　好ましくは、振動板は、ヒンジ組立体と強固に連結される。
【０２６３】
　好ましくは、振動板は、動作中、トランスデューサのＦＲＯにわたって、実質的に剛性
の形態を保つ。
【０２６４】
　いくつかの実施例では、振動板は、単一の振動板本体を備える。代替の実施例では、振
動板は、複数の振動板本体を備える。
【０２６５】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材の間の接触により、ヒンジ要素は、接触部材に対す
るあらゆる並進運動に対して、強固に拘束される。
【０２６６】
　好ましくは、回転軸は、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素と接触面の間の接触領域
と一致する。
【０２６７】
　一構成では、ヒンジ組立体の１つ又は複数の構成要素は、トランスデューサ基部構造に
強固に連結される。
【０２６８】
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　好ましくは、ヒンジ要素は、振動板の一部として、強固に連結される。
【０２６９】
　好ましくは、接触部材は、トランスデューサ基部構造の一部として、強固に連結される
。
【０２７０】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材のいずれか一方は、振動板の一部として強固に連結
され、他方は、トランスデューサ基部構造の一部として強固に連結される。
【０２７１】
　好ましくは、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触面との間の接触領域において
、ヒンジ要素と接触部材のうちの一方は、振動板に強固に効果的に連結され、他方は、ト
ランスデューサ基部構造に強固に効果的に連結される。
【０２７２】
　一実施例では、実質的に安定した物理的接触は、実質的に安定した力を有し、それぞれ
のヒンジ要素と関連付けられた接触面との間の接触領域において、ヒンジ要素と接触部材
のうちの一方は、振動板に強固に効果的に連結され、他方は、トランスデューサ基部構造
に強固に効果的に連結される。好ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ
要素に、関連付けられた接触面に向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。好
ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ要素に、関連付けられた接触面に
向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。
【０２７３】
　好ましくは、振動板本体は、回転軸から、対向して最遠位である振動板の終端部までの
長さの１５％より大きい、またより好ましくは２０％より大きい最大厚さを有する。
【０２７４】
　好ましくは、振動板本体は、接触面のすぐ近くにあるか、又はそれと接触する。
【０２７５】
　好ましくは、振動板本体から接触面までの距離は、回転軸から振動板本体の最も遠い周
辺部までの総距離の半分未満であり、またより好ましくはこの総距離の１／４未満であり
、またより好ましくはこの総距離の１／８未満であり、また最も好ましくは、この総距離
の１／１６未満である。
【０２７６】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部の接触部材の、接触面のすぐ近くにある領域は、
通常動作中は常に、効果的に強固にトランスデューサ基部構造に連結される。
【０２７７】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部の接触面とヒンジ要素の間の接触領域は、通常動
作中は常に、並進変位の観点からいえば、振動板とトランスデューサ基部構造の両方に対
して、効果的に実質的に不動である。
【０２７８】
　好ましくは、振動板とトランスデューサ基部構造のうちの一方は、接触領域のすぐ近く
で、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素の少なくとも一部分に効果的に強固に連結され
、振動板とトランスデューサ基部構造のうちの他方は、接触領域のすぐ近くで、それぞれ
のヒンジ接続部の接触部材の少なくとも一部分に効果的に強固に連結される。
【０２７９】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部の接触部材又はヒンジ要素のうち、回転軸に対し
て垂直な平面の断面プロファイルにおいて接触面の半径がより小さい方は、接触領域から
回転軸に対して垂直な方向に、接触領域のすぐ近くの構成要素の局所的な部分に効果的に
強固に連結されるすべての構成要素を横切る最大長さの３０％未満、より好ましくは２０
％未満、最も好ましくは１０％未満である。
【０２８０】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部の接触部材又はヒンジ要素のうち、回転軸に対し
て垂直な平面の断面プロファイルにおいて接触面の半径がより小さい方は、
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　　接触部材の、ヒンジ組立体との接点のすぐ近傍の部分と、効果的に強固に連結される
すべての構成要素の端から端までの最大寸法と、
　　ヒンジ要素の、接触部材との接点のすぐ近傍の部分と、効果的に強固に連結されるす
べての構成要素の端から端までの最大寸法のうち、
小さい方の、回転軸に対して垂直な方向の距離の３０％未満、より好ましくは２０％未満
、最も好ましくは１０％未満である。
【０２８１】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素は、接触面で、回転軸に対して垂直
な方向において、接触領域から振動板の終端部までの長さ、及び／又は振動板本体の長さ
の３０％未満、より好ましくは２０％未満、最も好ましくは１０％未満である半径を有す
る。別法として、それぞれのヒンジ接続部の接触部材は、接触面で、回転軸に対して垂直
な方向において、接触領域からトランスデューサ基部構造の終端部までの長さ、及び／又
はトランスデューサ基部構造の長さの３０％未満、より好ましくは２０％未満、最も好ま
しくは１０％未満である半径を有する。
【０２８２】
　いくつかの構成では、ヒンジ組立体は、単一のヒンジ接続部を備えて、振動板をトラン
スデューサ基部構造に回転可能に接続する。いくつかの構成では、ヒンジ組立体は、振動
板の左右に配置される複数のヒンジ接続部、たとえば２つのヒンジ接続部を備える。
【０２８３】
　好ましくは、ヒンジ要素は、振動板の端面に埋め込まれ、又はそれに取り付けられ、ヒ
ンジ要素は、接触面との安定した物理的接触を保ちながら、接触面で回転又は転動するよ
うに構成され、それによって振動板の運動が可能になる。
【０２８４】
　好ましくは、ヒンジ接続部は、ヒンジ要素が、接触部材に対して実質的に回転して動く
ことを可能にするように構成される。
【０２８５】
　好ましくは、ヒンジ要素は、動作中、問題にならない程度に摺動して接触部材に対して
転動するように構成される。
【０２８６】
　好ましくは、ヒンジ要素は、動作中、摺動せずに接触部材に対して転動するように構成
される。
【０２８７】
　別法として、ヒンジ要素は、動作中、接触面で擦れる又はよじれるように構成される。
【０２８８】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、ヒンジ要素と接触部材の間の接触により、接触領域又は
そのすぐ近くに位置するヒンジ要素のある点が、接触部材に対するあらゆる並進運動に対
して強固に拘束されるように構成される。
【０２８９】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材のうちの一方は、接触領域での、少なくとも回転軸
に対して垂直な面に沿った断面プロファイルでは、凸形に湾曲した接触面を備える。
【０２９０】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材のうちの他方は、接触領域での、少なくとも回転軸
に対して垂直な面に沿った断面プロファイルでは、凹形に湾曲した接触面を備える。
【０２９１】
　好ましくは、ヒンジ要素又は接触部材のうちの一方は、オーディオ・トランスデューサ
に対して外力が発揮される、又は加えられるとき、ヒンジ要素又は接触部材の他方が、一
段高くなった部分又は突出部を越えて動くことを防止するように構成される、この１つ又
は複数の一段高くなった部分又は突出部を有する接触面を備える。
【０２９２】
　一形態では、ヒンジ要素は、凸形に湾曲した接触面を備え、接触部材は、凹形に湾曲し
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た接触面を備える。代替の形態では、ヒンジ要素は、凹形に湾曲した接触面を備え、接触
部材は、凸形に湾曲した接触面を備える。
【０２９３】
　一形態では、ヒンジ要素は、回転軸に対して垂直な平面でみたときに、少なくとも部分
的には凹形又は凸形の断面プロファイルを有し、ここで接触面と物理的に接触する。
【０２９４】
　一形態では、回転軸に対して垂直な平面でみたときに、ヒンジ要素は、少なくとも部分
的には凸形の断面プロファイルを有し、接触面の形は、同じ平面において実質的に平坦で
あり、逆もまた同様である。
【０２９５】
　別の形態では、ヒンジ要素は、回転軸に対して垂直な平面でみたときに、少なくとも部
分的には凹形の断面プロファイルを有し、接触面は、回転軸に対して垂直な平面において
凸形の断面プロファイルを有し、ここで物理的接触が生まれ、ヒンジ要素及び接触面は、
使用時に、この凹形及び凸形の面に沿って、互いに対して揺れる又は転動するように構成
される。
【０２９６】
　別の形態では、ヒンジ要素は、回転軸に対して垂直な平面でみたときに、少なくとも部
分的には凸形の断面プロファイルを有し、接触面は、回転軸に対して垂直な平面において
凸形の断面プロファイルを有し、ヒンジ要素及び接触面が、使用時に、これらの面に沿っ
て、互いに対して揺れる又は転動することを可能にする。
【０２９７】
　別の形態では、ヒンジ要素と接触部材のうちの一方の第１の要素は、少なくとも断面プ
ロファイルにおいて、回転軸に対して垂直な平面に沿って、凸形に湾曲した接触部を有し
、ヒンジ要素と接触部材のうちの他方の第２の要素は、実質的に平面である、又は実質的
に大きい半径を有する中央領域を有する接触面を備え、且つ通常動作中、第１の要素が中
央に配置され、実質的に平面である中央領域を実質的に越えては動かないように、十分に
広幅であり、且つ外力が発揮されるとき、回転軸に対して垂直な平面の断面プロファイル
で見たときに、実質的な中央領域に向かって第１の要素を再度中心に位置決めするように
構成される、１つ又は複数の一段高くなった部分を有する。
【０２９８】
　この一段高くなった部分は、一段高くなった縁部の部分でもよい。
【０２９９】
　別法として、中央領域は、通常動作中、又は外力が発揮されるとき、第１の要素を徐々
に再度中心に位置決めするように、凹形である。
【０３００】
　好ましくは、第１の要素は、ヒンジ要素であり、第２の要素は、接触部材である。
【０３０１】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触面のうち、回転軸に対して垂直な平面に沿った断面プロ
ファイルにおいて、曲率半径が相対的に小さい、凸形に湾曲した接触面を備える方は、以
下の関係を満たす、単位がメートルである半径ｒ、
【数２】

及び／又は以下の関係を満たす、単位がメートルである半径ｒを有し、
【数３】
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ここでｌは、単位がメートルである、接触部材に対するヒンジ要素の回転軸から振動板の
最遠位部分までの距離であり、ｆは、単位がＨｚである振動板の基本共振周波数であり、
Ｅは、好ましくは５０～１４０の範囲であり、たとえばＥは１４０、より好ましくは１０
０、なおより好ましくは７０、さらに好ましくは５０、最も好ましくは４０である。
【０３０２】
　一形態では、付勢機構は、磁気機構又は磁気構造を使用して、ヒンジ要素を接触部材の
接触面に向かって付勢、又は勢いづかせる。
【０３０３】
　好ましくは、ヒンジ要素は、磁気要素又は磁性体を備え、又はそれから構成される。
【０３０４】
　好ましくは、磁気要素又は磁性体は、振動板に組み込まれる。
【０３０５】
　好ましくは、磁気要素又は磁性体は、振動板本体の端面で振動板に接続される、またそ
うでない場合はその中に組み込まれる、強磁性スチールシャフトである。
【０３０６】
　好ましくは、シャフトは、実質的に円筒形プロファイルを有する。
【０３０７】
　好ましくは、シャフトのおおよそ円筒形プロファイルは、おおよそ１～１０ｍｍの間の
直径である。
【０３０８】
　一形態では、このシャフトの、接触面との物理的接触を生み出す部分は、約０．０５ｍ
ｍから０．１５ｍｍの間の半径を有する凸形プロファイルを有する。
【０３０９】
　いくつかの実施例では、付勢機構は、ヒンジ要素に接触する、又はそれに強固に連結さ
れる第１の磁気要素と、第２の磁気要素も備えてもよく、第１の磁気要素と第２の磁気要
素の間の磁力は、使用時にヒンジ要素と接触面の間の安定した物理的接触を保つように、
ヒンジ要素を接触面に向かって付勢、又は勢いづかせる。
【０３１０】
　第１の磁気要素は、強磁性流体でもよい。
【０３１１】
　第１の磁気要素は、振動板本体の端部の近くに配置される強磁性流体でもよい。
【０３１２】
　第２の磁気要素は、永久磁石や電磁石でもよい。
【０３１３】
　別法として、第２の磁気要素は、接触部材の接触面に接続される、又はそれに埋め込ま
れる、強磁性スチール部品でもよい。
【０３１４】
　好ましくは、接触部材は、第１の磁気要素と第２の磁気要素の間に配置される。
【０３１５】
　いくつかの実施例では、付勢機構は、機械的機構を備えて、ヒンジ要素を接触部材の接
触面に向かって付勢、又は勢いづかせる。
【０３１６】
　一形態では、付勢機構は、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢、又は勢いづかせる、弾
性要素又は弾性部材を備える。
【０３１７】
　好ましくは、この弾性要素は、スチール製の板ばねである。
【０３１８】
　別法として、又は追加的に、付勢機構は、引っ張られたゴム製バンド、圧縮されたゴム
製ブロック、及びマグネットによって引き寄せられた強磁性流体を備えることができる。
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【０３１９】
　好ましくは、ヒンジ接続部は、ヒンジ要素を接触部材に対して所望の作動位置及び物理
的位置に配置するための固定構造も備える。
【０３２０】
　一形態では、固定構造は、ヒンジ要素のそれぞれの端部に接続されるピンなどの固定部
材、並びに固定部材に接続される一方の端部と接触部材に接続される別の端部とをそれぞ
れが有する１つ又は複数の紐を備える機械的固定組立体であり、紐の中間の部分は、ヒン
ジ要素の断面の周りで湾曲するように構成され、それによってヒンジ要素を接触部材に対
する所望の作動位置及び物理的位置に保つ。
【０３２１】
　一形態では、固定構造は、ヒンジ要素の端部に直接的又は間接的に固定される一方の端
部と、接触部材に接続される別の端部とを有する、１つ又は複数の薄いフレキシブル要素
を備える機械的固定組立体であり、この紐の中間の部分は、ヒンジ要素又はヒンジ要素に
強固に取り付けられた構成要素の断面の周りで湾曲するように構成され、それによってヒ
ンジ要素を接触部材に対する所望の作動位置及び物理的位置に保つ。
【０３２２】
　好ましくは、この薄いフレキシブル要素は紐であり、最も好ましくはマルチストランド
の紐である。
【０３２３】
　好ましくは、この薄いフレキシブル要素は、僅かなクリープを示す。
【０３２４】
　好ましくは、この薄いフレキシブル要素は、高い耐摩耗性を発揮する。
【０３２５】
　好ましくは、この薄いフレキシブル要素は、ｖｅｃｔｒａｎ（商標）繊維などの芳香族
ポリエステル繊維である。
【０３２６】
　一形態では、固定構造は、ヒンジ要素の端部に直接的又は間接的に固定される一方の端
部と、接触部材に接続される別の端部とを有する、１つ又は複数の紐を備える機械的固定
組立体であり、この紐の中間の部分は、ヒンジ要素と接触部材のいずれかの構成要素のう
ち、それらが接触する位置での側面プロファイルにおいて、より凸形である方の断面の周
りで湾曲するように構成され、それによってヒンジ要素を接触部材に対する所望の作動位
置及び物理的位置に保つ。
【０３２７】
　好ましくは、この紐が湾曲する半径は、同じ構成要素の接触面と実質的に同じ側面プロ
ファイルである。
【０３２８】
　好ましくは、この紐が湾曲する半径は、同じ構成要素の接触面の側面プロファイルと比
較して、すべての位置において、同じ位置での紐の厚さの半分だけわずかに小さい半径で
ある。
【０３２９】
　一形態では、固定構造は、一方の端部をヒンジ要素に、別の端部を接触部材に連結する
フレキシブル要素を備える機械的固定組立体であり、接触部材に対するヒンジ要素の回転
軸の近くでそれに平行に配置され、その長さに沿ってよじれるという点で弾性であるため
に十分に薄肉であり、且つヒンジ軸に対して垂直で、接触面に対して平行な方向において
十分に広幅であり、その結果、この固定構造は、同じ方向での一方の端部の並進運動とい
う点では比較的非追従的であり、それによって同じ方向においてヒンジ要素が接触面に対
して相対的に摺動することを制限する。
【０３３０】
　好ましくは、この薄いフレキシブル要素は、板ばねである。
【０３３１】
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　好ましくは、この薄いフレキシブル要素は、薄い固体の帯状板、たとえば金属シムであ
る。
【０３３２】
　好ましくは、フレキシブル要素は、疲労及びクリープに対して耐性がある材料、たとえ
ばスチールやチタンから作られる。
【０３３３】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、使用時に、実質的に一定である付勢力を使用して、ヒン
ジ要素を接触部材の接触面に向かって付勢する。
【０３３４】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、振動板に作用する重力の力より大きい、またより好まし
くは振動板に作用する重力の力より１．５倍大きい付勢力を使用して、ヒンジ要素を接触
部材の接触面に向かって付勢する。
【０３３５】
　好ましくは、付勢力は、振動板の最大励起力と比べて実質的に大きい。
【０３３６】
　好ましくは、付勢力は、トランスデューサの通常動作中に受ける最大励起力の１．５倍
より大きく、またより好ましくは２．５倍より大きく、さらに好ましくは４倍より大きい
。
【０３３７】
　好ましくは、トランスデューサの通常動作中、振動板に最大励起が加えられるとき、ヒ
ンジ組立体は、十分に大きい付勢力を使用して接触部材の接触面に向かってヒンジ要素を
付勢し、その結果、ヒンジ要素と接触面の間で、実質的に非摺動の接触が保たれる。
【０３３８】
　好ましくは、トランスデューサの通常動作中、振動板に最大励起が加えられるとき、特
定のヒンジ接続部での付勢力は、ヒンジ要素と接触面の間のずれを引き起こすような方向
に作用する反力の成分よりも３倍、又は６倍、又は１０倍大きい。
【０３３９】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材の間の接触力の少なくとも３０％、またより好まし
くは少なくとも５０％、また最も好ましくは少なくとも７０％は、付勢機構によって提供
される。
【０３４０】
　好ましくは、付勢機構は、十分に追従的であり、その結果、通常動作中、振動板がその
可動域の最大範囲を左右に動くとき、付勢機構が与える付勢力は、トランスデューサが停
止しているときの平均の力の２００％、またより好ましくは１５０％、またより好ましく
は１００を超えて変動しない。
【０３４１】
　好ましくは、付勢構造は十分に追従的であり、その結果、ヒンジ接続部は、ある方向に
おいてヒンジ要素に付勢力を与える付勢機構が、結果として生じる反力に対して追従的に
適用されるという点で、著しく非対称である。
【０３４２】
　好ましくは、前記反力は、実質的に一定の変位の形で加えられる。
【０３４３】
　好ましくは、前記反力は、接触面を接触部材の主要本体に連結する、接触部材の比較的
非追従的な部分によって与えられる。
【０３４４】
　好ましくは、ヒンジ要素は振動板本体に強固に連結され、ヒンジ要素の、接触面のすぐ
近くの領域、及びこの領域と振動板の他の部分との間の連結は、付勢機構に比べて非追従
的である。
【０３４５】
　いくつかの実施例では、ヒンジ要素に作用する付勢機構の総スティフネスｋ（ここで「
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される部分の、その回転軸を中心とする回転慣性、及び単位がＨｚ（ｆ）である振動板の
基本共振周波数は、以下の式を満たし、
ｋ＜Ｃ×１０，０００×（２πｆ）２×Ｉ
ここでＣは、好ましくは２００、またより好ましくは１３０、またより好ましくは１００
、またより好ましくは６０、またより好ましくは４０、またより好ましくは２０、また最
も好ましくは１０で与えられる定数である。
【０３４６】
　いくつかの実施例では、付勢機構は十分に追従的であり、その結果、通常動作中、振動
板がその平衡変位にあるとき、小さい等しい大きさで逆向きの２つの力が、１対の接触面
に、各面に対して１力、これらの面を分離するような方向に垂直に加えられる場合、単に
最初の分離を達成するのに必要とされる力を上回って超える、単位がニュートンである力
の小さい（好ましくは微小な）増加分（ｄＦ）と、ドライバの他の部分の変形から生じ、
非接合の構成要素同士の間の局部的な接触領域と関連付けられた、且つその領域での追従
性を除く、単位がメートルである、結果として生じるこれらの面での分離の変化（ｄｘ）
と、振動板の前記接触面によって支持される部分の、その回転軸を中心とする回転慣性（
ＩＳ）と、単位がＨｚである振動板の基本共振周波数（ｆ）との間の関係は、以下の関係
を満たし、
【数４】

ここでＣは、好ましくは２００、またより好ましくは１３０、またより好ましくは１００
、またより好ましくは６０、またより好ましくは４０、またより好ましくは２０、また最
も好ましくは１０で与えられる定数である。
【０３４７】
　好ましくは、付勢機構の一部は、トランスデューサ基部機構に強固に連結される。
【０３４８】
　別法として、又は追加的に、振動板は、付勢機構を備える。
【０３４９】
　いくつかの実施例では、振動板をその通常の動きの範囲内で任意の位置に変位させるよ
うに一定の励起力が加えられる間、ヒンジ組立体内の、数ｎのこの種類のヒンジ接続部内
の、それぞれのヒンジ要素をその関連付けられた接触面に向かって付勢する、単位がニュ
ートンであるすべての力（Ｆｎ）の平均（ΣＦｎ／ｎ）は、以下の関係を常に満たし、
【数５】

ここでＤは、好ましくは５に等しい、またより好ましくは１５に等しい、またより好まし
くは３０に等しい、またより好ましくは４０に等しい定数である。
【０３５０】
　いくつかの実施例では、付勢機構は、ヒンジ組立体内の、数ｎのこの種類のヒンジ接続
部内の、それぞれのヒンジ要素をその関連付けられた接触面に向かって付勢する、単位が
ニュートン（Ｆｎ）であるすべての力の平均（ΣＦｎ／ｎ）を加え、これは、振動板をそ
の通常の動きの範囲内で任意の位置に変位させるように一定の励起力が加えられるとき、
以下の関係を常に満たし、
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【数６】

ここでＤは、好ましくは２００に等しい、またより好ましくは１５０に等しい、またより
好ましくは１００に等しい、また最も好ましくは８０に等しい定数である。
【０３５１】
　いくつかの実施例では、付勢機構は、ヒンジ要素を接触部材に付勢する、以下の関係を
満たす合力Ｆを加え、
Ｆ＞Ｄ×（２πｆｌ）２×Ｉｓ

ここでＩＳ（単位はｋｇ．ｍ２）は振動板のヒンジ要素によって指示される部分の回転軸
を中心とする回転慣性、ｆｌ（単位はＨｚ）はＦＲＯの下限、Ｄは好ましくは５に等しい
、またより好ましくは１５に等しい、またより好ましくは３０に等しい、またより好まし
くは４０に等しい、またより好ましくは５０に等しい、またより好ましくは６０に等しい
、また最も好ましくは７０に等しい定数である。
【０３５２】
　好ましくは、通常動作中、接触部材に対するヒンジ要素のすべての回転角で、この関係
は常に満たされる。
【０３５３】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、励起力が振動板に加えられないとき、振動板を所望のニ
ュートラル回転位置に復元するための復元機構をさらに備える。
【０３５４】
　一形態では、復元機構は、振動板本体の端部に取り付けられるトーション・バーを備え
る。この構成では、トーション・バーは、ねじれて屈曲する中間セクションと、振動板及
びトランスデューサ基部構造に接続される端部セクションとを備える。
【０３５５】
　好ましくは、これらのセクションの少なくとも一方の端部は、トーション・バーの主軸
方向の並進追従性を提供する。
【０３５６】
　好ましくは、端部セクションの片方、またより好ましくは両方は、中間セクションの長
さに対して垂直な方向における回転可撓性を組み込む。
【０３５７】
　好ましくは、並進可撓性及び回転可撓性は、トーション・バーの片方又は両方の端部の
、その平面がトーション・バーの主軸に対して実質的に垂直なほうに向けられる、１つ又
は複数の実質的に平面で薄い壁部によって提供される。
【０３５８】
　好ましくは、両方の端部セクションは、トーション・バーの主軸に対して垂直な方向に
おける並進運動の点では比較的非追従的である。
【０３５９】
　いくつかの実施例では、オーディオ・トランスデューサは、コイルとコイルに連結する
導電性ワイヤとを含む励起機構をさらに備え、この導電性ワイヤは、トーション・バーの
中間セクションの表面に取り付けられる。
【０３６０】
　好ましくは、トーション・バーに対して平行に延び、トランスデューサの通常動作中、
トーション・バーがそれを中心に回転する軸の近くに、このワイヤが取り付けられる。
【０３６１】
　別の形態では、復元機構は、回転軸の近くに配置される、シリコンやゴムなどの追従的
要素を備える。
【０３６２】
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　好ましくは、追従的要素は、細い中間セクションと、広げられた区域を有して安定的な
連結に役立つ端部セクションとを備える。
【０３６３】
　別の形態では、復元力の一部又はすべては、接触面のジオメトリ、並びに付勢構造によ
って加えられる付勢力の位置、方向及び強さを通して、ヒンジ接続部内で提供される。
【０３６４】
　別の形態では、この中心に位置決めする力のいくらかは、磁気要素によって与えられる
。
【０３６５】
　一形態では、ヒンジ組立体の１つ又は複数の構成要素は、ヤング率が６ＧＰａより大き
い、またより好ましくは１０ＧＰａより大きい材料から作られる。
【０３６６】
　別の態様では、本発明は概して、
　動作中、実質的に剛性のままである振動板本体を有する振動板と、
　使用時に、振動板を作動可能に支持するように構成され、且つ１つ又は複数のヒンジ接
続部を有するヒンジ組立体を備える、ヒンジ・システムであって、それぞれのヒンジ接続
部が、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材が、接触面を有する、ヒンジ・システム
とを備え、
　動作中、それぞれのヒンジ接続部が、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定した物理的
接触を保ちながら、関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能にするよう
に構成され、ヒンジ組立体が、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢し、
　接触面と隣接した領域にある、ヒンジ要素と接触部材の両方の少なくとも一部が、剛性
の材料から作られる、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０３６７】
　一実施例では、実質的に安定した物理的接触は、実質的に安定した力を有し、それぞれ
のヒンジ要素と関連付けられた接触面との間の接触領域において、ヒンジ要素と接触部材
のうちの一方は、振動板に強固に効果的に連結され、他方は、トランスデューサ基部構造
に強固に効果的に連結される。好ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ
要素に、関連付けられた接触面に向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。好
ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ要素に、関連付けられた接触面に
向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。
【０３６８】
　好ましくは、３７番目、又は３８番目の態様において、ヒンジ要素と接触部材の両方の
、接触面と隣接した領域にある部分は、ヤング率が６ＧＰａより大きい、より好ましくは
１０ＧＰａより大きい材料から作られる。
【０３６９】
　好ましくは、振動板本体を基部構造に連結し、実質的に剛性の構成要素から構成される
少なくとも１つの経路が存在し、それにより、ある剛性の構成要素が、別の構成要素に強
固に連結されることなく接触する場所のすぐ近くでは、すべての材料は、６ＧＰａより大
きい、またさらに好ましくは１０ＧＰａより大きいヤング率を有する。
【０３７０】
　より好ましくは、ヒンジ要素及び接触部材は、ヤング率が６ＧＰａより大きい、またさ
らに好ましくは１０ＧＰａより大きい材料、たとえばアルミニウム、スチール、チタン、
タングステン、セラミックなどであるが、これらに限定はされない材料から作られる。
【０３７１】
　好ましくは、ヒンジ要素及び／又は接触面は、薄いコーティング、たとえばセラミック
コーティングや陽極酸化コーティングを備える。
【０３７２】
　好ましくは、接触位置のヒンジ要素の表面又は接触面のどちらか一方又は両方は、非金
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属の材料から構成される。
【０３７３】
　好ましくは、接触位置のヒンジ要素と接触面の両方は、非金属の材料から構成される。
【０３７４】
　好ましくは、接触位置のヒンジ要素と接触面の両方は、耐食性の材料から構成される。
【０３７５】
　好ましくは、接触位置のヒンジ要素と接触面の両方は、フレッティング関連腐食への耐
性がある材料から構成される。
【０３７６】
　好ましくは、ヒンジ要素は、振動板の回転軸と実質的に同一直線上にある軸を中心に、
接触面に対して転動する。
【０３７７】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、１自由度の振動板の動きを容易にするように構成される
。
【０３７８】
　一構成では、ヒンジ組立体は、少なくとも２方向における／少なくとも２つの実質的に
直交する軸に沿った並進運動に対して、振動板を強固に拘束する。
【０３７９】
　一構成では、ヒンジ組立体は、並進運動と回転運動の組合せから構成される振動板の動
きを可能にする。
【０３８０】
　好ましい構成では、ヒンジ組立体は、実質的に単一の軸を中心に回転する振動板の動き
を可能にする。
【０３８１】
　好ましくは、ヒンジ要素の肉厚は、接触位置でのヒンジ要素及び接触部材の接触面の半
径のうち、側面プロファイルがより凸形の方の接触面の半径の１／８、又は１／４又は１
／２より厚く、最も好ましくはその半径より厚い。
【０３８２】
　好ましくは、接触部材の肉厚は、接触位置でのヒンジ要素及び接触部材の接触面の半径
のうち、側面プロファイルがより凸形の方の接触面の半径の１／８、又は１／４又は１／
２より厚く、最も好ましくはその半径より厚い。
【０３８３】
　好ましくは、並進負荷が、ヒンジ接続部を介して振動板からトランスデューサ基部構造
まで通過することができる、少なくとも１つの実質的に非追従的な経路が存在する。
【０３８４】
　好ましくは、振動板は、電気及び運動を変換する変換機構の力伝達構成要素を組み込み
、且つそれに強固に接続される。
【０３８５】
　別の態様では、本発明は概して、
　動作中、実質的に剛性のままである振動板本体を有する振動板と、
　力伝達構成要素を有する、電気及び／又は運動を変換する変換機構であって、振動板が
、力伝達構成要素を組み込み、且つ力伝達構成要素に強固に接続される、変換機構と、
　使用時に、振動板を作動可能に支持するように構成され、且つ１つ又は複数のヒンジ接
続部を有するヒンジ組立体を備える、ヒンジ・システムであって、それぞれのヒンジ接続
部が、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材が、接触面を有する、ヒンジ・システム
とを備え、
　動作中、それぞれのヒンジ接続部が、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定した物理的
接触を保ちながら、関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能にするよう
に構成され、ヒンジ組立体が、接触面に向かってヒンジ要素を付勢する、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。



(40) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

【０３８６】
　一実施例では、実質的に安定した物理的接触は、実質的に安定した力を有し、それぞれ
のヒンジ要素と、関連付けられた接触面との間の接触領域において、ヒンジ要素と接触部
材のうちの一方は、振動板に強固に効果的に連結され、他方は、トランスデューサ基部構
造に強固に効果的に連結される。好ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒン
ジ要素に、関連付けられた接触面に向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。
好ましくは、ヒンジ組立体は、それぞれの接続部のヒンジ要素に、関連付けられた接触面
に向かって追従的に付勢力を加えるように構成される。
【０３８７】
　別の態様では、本発明は概して、
　動作中、実質的に剛性のままであり、振動板本体の最大長さの約１１％より大きい最大
厚さを有する振動板本体を有する振動板と、
　使用時に、振動板を作動可能に支持するように構成され、且つ１つ又は複数のヒンジ接
続部を有するヒンジ組立体を備える、ヒンジ・システムであって、それぞれのヒンジ接続
部が、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材が、接触面を有する、ヒンジ・システム
とを備え、
　動作中、それぞれのヒンジ接続部が、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定した物理的
接触を保ちながら、関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能にするよう
に構成され、ヒンジ組立体が、接触面に向かってヒンジ要素を付勢する、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０３８８】
　ヒンジ・システムを含むオーディオ・トランスデューサに関連する上の態様のうちの任
意の１つにおいて、一形態では、ヒンジ組立体は、振動板の幅の左右に配置される１対の
ヒンジ接続部を備える。
【０３８９】
　別法として、ヒンジ組立体は、少なくとも１対のヒンジ接続部が振動板の幅の左右に配
置される、３つ以上のヒンジ接続部を備える。
【０３９０】
　一形態では、複数のヒンジ組立体は、動作中、振動板を作動可能に支持するように構成
される。
【０３９１】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、少なくとも１つのヒンジ組立体を有す
る振動板サスペンションをさらに備え、この振動板サスペンションは、動作中、振動板を
作動可能に支持するように構成される。
【０３９２】
　好ましくは、振動板サスペンションは、単一のヒンジ組立体から構成されて、振動板組
立体の運動を可能にする。
【０３９３】
　別法として、振動板サスペンションは、２つ以上のヒンジ組立体を備える。
【０３９４】
　＃４０９一形態では、振動板サスペンションは、４バー・リンクを備え、ヒンジ組立体
は、４バー・リンクのそれぞれの隅部に配置される。
【０３９５】
　好ましくは、それぞれの振動板は、それぞれが著しく異なる回転軸を有する、２つ以下
のヒンジ接続部に連結される。
【０３９６】
　一構成では、ヒンジ要素は、磁力によって接触面に向かって付勢、又は勢いづかされる
。
【０３９７】
　一構成では、ヒンジ要素は、振動板本体の端面に取り付けられる、又はその中に、若し
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くはそれに沿って埋め込まれる、強磁性スチールシャフトである。ヒンジ接続部は、ヒン
ジ要素を接触面に向かって引き寄せるマグネットを備える。
【０３９８】
　一構成では、ヒンジ要素は、機械的付勢機構によって接触面に向かって付勢、又は勢い
づかされる。
【０３９９】
　一形態の構成では、ヒンジ要素は、振動板本体の端面に、又はそれに沿って取り付けら
れ、又は埋め込まれる、振動板基部フレームである。
【０４００】
　機械的付勢構造は、プレテンションがかけられたばね部材を備えてもよい。
【０４０１】
　好ましくは、ヒンジ要素に加えられる付勢力は、接触面に対する振動板の回転軸とおお
よそ同一直線上にある縁部で加えられる。
【０４０２】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触面の間に加えられる付勢力は、回転軸に対して実質的に
平行であり、且つヒンジ要素の接触する面と接触面の接触する面のうち、回転軸に対して
垂直な平面における断面プロファイルでみたときにより凸形である接触する面側の接触半
径の中心近くを通る線軸と実質的に同一直線上である縁部で加えられる。
【０４０３】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触面の間に加えられる付勢力は、回転軸に対して平行であ
り、且つヒンジ要素の接触する面と接触面の接触する面のうち、回転軸に対して垂直な平
面における断面プロファイルでみたときにより凸形である接触する面側の接触半径の中心
を通る線と同一直線上である縁部で加えられる。
【０４０４】
　好ましくは、ヒンジ要素に加えられる付勢力は、接触面に対する振動板のおおよその回
転軸上にある位置で加えられる。
【０４０５】
　好ましくは、付勢力は、回転軸に対しておおよそ平行であり、ヒンジ要素と接触面のう
ち、回転軸に対して垂直な平面における断面プロファイルでみたときにより凸形である面
側の半径のおおよその中心を通る軸で加えられる。
【０４０６】
　好ましくは、付勢力は、振動板の可動域の最大範囲全体にわたり、この位置の近くで加
えられる。
【０４０７】
　好ましくは、通常動作中は常に、付勢力の位置及び方向は、回転軸に対して平行に向い
てヒンジ要素と接触部材の間の接点を通る仮想線を通るものである。
【０４０８】
　別の態様では、本発明は概して、ヒンジ・システムを含む上の態様のうちの任意の１つ
に従うオーディオ・トランスデューサであって、
　振動板を中に、又は間に収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備えるハウジン
グをさらに備え、
　振動板が、ハウジングと物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領域を有する外周部を
備える、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０４０９】
　好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ又は複数の
周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは、少なくと
も３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せず、その
結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０％、また
より好ましくは、少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、おおよ
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そ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又
は周長のおおよそ全体を構成する。
【０４１０】
　いくつかの実施例では、トランスデューサは、振動板の１つ又は複数の周辺領域とハウ
ジング内部との間に強磁性流体を有する。好ましくは、強磁性流体は、振動板の冠状面の
方向において、振動板にかなりの支持を与える。
【０４１１】
　好ましくは、振動板は、本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接
続されて、動作中に本体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力
補強材を備える。
【０４１２】
　別の態様では、本発明は概して、ヒンジ・システムを含む上の態様のうちの任意の１つ
に従うオーディオ・トランスデューサであって、振動板が、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
体のこの面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　　本体に埋め込まれ、前記主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、
動作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なく
とも１つの内部補強部材とを備える、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０４１３】
　好ましくは、上の２つの態様のうちのいずれか１つにおいて、振動板本体と関連付けら
れた質量分布又は垂直応力補強材と関連付けられた質量分布又はその両方は、振動板が、
振動板の１つ又は複数の比較的質量の大きい領域の質量と比べて、振動板の１つ又は複数
の質量の小さい領域では比較的小さい質量を有するものである。
【０４１４】
　好ましくは、振動板本体は、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で比
較的小さい質量を有する。好ましくは、振動板の厚さは、質量中心から遠位な周辺部に向
かって減少する。
【０４１５】
　別法として、又は追加的に、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、組み
立てられた振動板の質量中心位置から遠位である関連付けられた主面の１つ又は複数の周
辺縁部領域にあるものである。
【０４１６】
　別の態様では、本発明は概して、ヒンジ・システムを含む上の態様のうちの任意の１つ
を組み込み、オーディオ・トランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なくと
も１つの他の部分との間に配置されて、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つ
の他の部分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイ
スの第１の構成要素を第２の構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・
マウンティング・システムをさらに備える、オーディオ・デバイスで構成されるといえる
。
【０４１７】
　好ましくは、オーディオ・デバイスのこの少なくとも１つの他の部分は、このデバイス
のオーディオ・トランスデューサの振動板の別の部分ではない。好ましくは、デカップリ
ング・マウンティング・システムは、トランスデューサ基部構造とある他の部分との間に
接続される。好ましくは、このある他の部分はトランスデューサ・ハウジングである。
【０４１８】
　別の態様では本発明は、上の態様の任意の１つ又は複数のオーディオ・トランスデュー
サを組み込み、独立したオーディオ信号の再生が可能な２つ以上の異なるオーディオ・チ
ャネルを提供する、２つ以上の電気音響スピーカを備えるオーディオ・デバイスで構成さ
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れ得る。好ましくは、このオーディオ・デバイスは、使用者の耳の約１０ｃｍ以内でのオ
ーディオ用になされた個人用オーディオ・デバイスである。
【０４１９】
　別の態様では、本発明は、前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちいずれか１
つの、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する機能、構成及び実施
例の任意の組合せを組み込む、個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０４２０】
　別の態様では、本発明は、それぞれの耳又はその近位で使用者によって装着されるよう
に構成された１対のインタフェース・デバイスを備える個人用オーディオ・デバイスであ
って、それぞれのインタフェース・デバイスが、前のオーディオ・トランスデューサの態
様のうちいずれか１つの、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する
機能、構成及び実施例の任意の組合せを備える、個人用オーディオ・デバイスで構成され
るといえる。
【０４２１】
　別の態様では、本発明は、それぞれの耳又はその周りで装着されるように構成された１
対のヘッドホン・インタフェース・デバイスを備えるヘッドホン装置であって、それぞれ
のインタフェース・デバイスが、前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちいずれ
か１つの、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する機能、構成及び
実施例の任意の組合せを備える、ヘッドホン装置で構成されるといえる。
【０４２２】
　別の態様では、本発明は、使用者の耳の外耳道又は甲介内に装着されるように構成され
た１対のイヤホン・インタフェースを備えるイヤホン装置であって、それぞれのイヤホン
・インタフェースが、前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか１つの
、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する機能、構成及び実施例の
任意の組合せを備える、イヤホン装置で構成されるといえる。
【０４２３】
　別の態様では、本発明は、オーディオ・トランスデューサが、音響電気トランスデュー
サである、上の態様の任意の１つ、並びに関連する機能、構成及び実施例のオーディオ・
トランスデューサで構成されるといえる。
【０４２４】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板と、
　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をトラ
ンスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデュ
ーサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側では
トランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾
けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデ
ューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つそ
の全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びに
このセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備える、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０４２５】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部に関して、それぞれのヒンジ要素は、回転軸を中
心にした振動板の回転運動を容易にするために、この要素の長さと比較して比較的薄い。
【０４２６】
　一形態では、振動板は、振動板を支持するための振動板基部フレームを備え、振動板は
、振動板基部フレームによって、振動板の端部に沿って、又はその近くで支持され、振動
板基部フレームは、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素の片方又は両方に直接取り付け
られる。
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【０４２７】
　好ましくは、振動板基部フレームは、振動板とそれぞれのヒンジ接続部の間の剛性連結
を容易にする。
【０４２８】
　一形態では、振動板基部フレームは、１つ又は複数のコイル補剛パネル、１つ又は複数
の側方円弧状補剛材トライアングル、上側支柱プレート及び下側基部プレートを備える。
【０４２９】
　いくつかの実施例では、振動板は、振動板基部フレームを備えず、振動板は、それぞれ
のヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ要素に直接取り付けられる。
【０４３０】
　好ましくは、振動板からそれぞれのヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ要素までの距
離は、回転軸から振動板の最遠位周辺部までの最大距離の半分より短く、またより好まし
くはこの最大距離の１／３より短く、またより好ましくはこの最大距離の１／４より短く
、またより好ましくはこの最大距離の１／８より短く、また最も好ましくはこの最大距離
の１／１６より短い。
【０４３１】
　好ましくは、１つ又は複数のヒンジ接続部は、振動板の少なくとも１つの面又は周辺部
に連結され、それぞれの連結部の少なくとも１つの全体寸法サイズは、関連付けられた面
又は周辺部の対応する寸法の１／６より大きく、またより好ましくは１／４より大きく、
また最も好ましくは、１／２より大きい。
【０４３２】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板と、
　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をトラ
ンスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデュ
ーサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側では
トランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾
けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデ
ューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つそ
の全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びに
このセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備え、
　振動板からそれぞれのヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ要素までの距離が、回転軸
から振動板の最遠位周辺部までの最大距離の半分より短い、オーディオ・トランスデュー
サで構成されるといえる。より好ましくは、この片方又は両方のヒンジ要素までの距離は
、この最大距離の１／３より短く、またより好ましくは、この最大距離の１／４より短く
、またより好ましくは、この最大距離の１／８より短く、また最も好ましくはこの最大距
離の１／１６より短い。
【０４３３】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板と、
　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をトラ
ンスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデュ
ーサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側では
トランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾
けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデ
ューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つそ
の全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びに
このセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備え、１
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つ又は複数のヒンジ接続部が、振動板の少なくとも１つの面又は周辺部に連結され、それ
ぞれの連結部の少なくとも１つの全体寸法サイズが、関連付けられた面又は周辺部の対応
する寸法の１／６より大きい、オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。よ
り好ましくは、この連結部の寸法サイズは、関連付けられた面又は周辺部の対応する寸法
サイズの１／４より大きく、また最も好ましくは１／２より大きい。
【０４３４】
　好ましくは、それぞれの連結部の２つの実質的に直交する寸法サイズは、関連付けられ
た表面又は面の対応する直交する寸法サイズの１／１６より大きく、より好ましくはその
１／４より大きく、最も好ましくはその１／２より大きい。
【０４３５】
　以下の条項は、少なくとも前の３つの態様に適用される。
【０４３６】
　＃４２９ｄ好ましくは、振動板の冠状面及びヒンジ軸に対して垂直な方向の、振動とそ
れぞれのヒンジ接続部の間の連結部の全体の厚さは［これはマルチ・ブレードに有効か？
］、この１つ又は複数の連結部に沿ったあらゆる位置での、同じ方向の振動板の最大寸法
の１／６より大きく、またより好ましくは１／４より大きく、また最も好ましくは１／２
より大きい。
【０４３７】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要
素は、曲げに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのヒンジ要素は
、ねじれに対して実質的に剛性である。
【０４３８】
　代替の実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は
、ねじれに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのフレキシブル・
ヒンジ要素は、曲げに対して実質的に剛性である。
【０４３９】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ要素は、おおよそ、又は実質的に平面のプロ
ファイル、たとえば平坦なシートの形態を備える。
【０４４０】
　いくつかの実施例では、それぞれの接続部の１対のフレキシブル・ヒンジ要素同士は、
共通の縁部に沿って連結、又は交差して、おおよそＬ形の断面を形成する。いくつかの他
の構成では、それぞれのヒンジ接続部の１対のフレキシブル・ヒンジ要素同士は、中央領
域に沿って交差して回転軸を形成し、これらのヒンジ要素は、おおよそＸ形の断面を形成
する（すなわち、これらのヒンジ要素は、クロスばねの構成を形成する）。いくつかの他
の構成では、それぞれのヒンジ接続部のフレキシブル・ヒンジ要素同士は、隔てられて、
異なる方向に延在する。
【０４４１】
　一形態では、回転軸は、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素同士が交差する点とおお
よそ同一直線上にある。
【０４４２】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要
素は、横方向の、この要素の長手方向の長さに沿った湾曲部を備える。ヒンジ要素は、わ
ずかに曲げられて、その結果、動作中に実質的に平面の状態に屈曲することができる。
【０４４３】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部の１対のフレキシブル・ヒンジ要素は
、２０から１６０度の間、またより好ましくは３０から１５０度の間、またさらに好まし
くは５０から１３０度の間、またいっそう好ましくは７０から１１０度の間の角度で、互
いに対して傾けられる。好ましくは、１対のフレキシブル・ヒンジ要素同士は、互いに対
して実質的に直交する。
【０４４４】
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　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部の一方のフレキシブル・ヒンジ要素は、回転軸に
対して実質的に垂直である第１の方向に著しく延びる。
【０４４５】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのヒンジ要素は、回転軸に対して垂直
な平面における断面の点で、ヒンジ要素長さの、通常動作中に著しく変形する部分に沿っ
て算出される平均断面積の平方根の３倍より大きい、またより好ましくは５倍より大きい
、また最も好ましくは６倍より大きい、幅又は高さの平均寸法を有する。
【０４４６】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ要素は、薄い
シートであり、それぞれの薄いシートは、厚さ、幅及び長さを有し、ヒンジ要素の厚さは
、その長さの約１／４未満であり、またより好ましくはその長さの約１／８未満であり、
またさらに好ましくはその長さの約１／１６未満であり、またいっそう好ましくはその長
さの約１／３５未満であり、またさらに好ましくはその長さの約１／５０未満であり、ま
た最も好ましくはその長さの約１／７０未満である。
【０４４７】
　いくつかの実施例では、ばね部材の厚さは、その幅の約１／４未満、又はその幅の約１
／８未満、また好ましくはその幅の約１／１６未満、またより好ましくはその幅の約１／
２４未満、またさらに好ましくはその幅の約１／４５未満、またいっそう好ましくはその
幅の約１／６０未満、また最も好ましくはその幅の約１／７０未満である。
【０４４８】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのヒンジ要素は、その長さ
及び幅の少なくとも大部分にわたり、実質的に均一な厚さを有する。
【０４４９】
　いくつかの構成では、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素は、一様でない厚さを有し
、このヒンジ要素の厚さは、振動板に近位な縁部に向かって増加する。別法として、又は
追加的に、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素は、一様でない厚さを有し、このヒンジ
要素の厚さは、トランスデューサ基部構造に近位な縁部に向かって増加する。
【０４５０】
　一形態では、それぞれのヒンジ接続部のヒンジ要素の片方又は両方の厚さは、振動板又
はトランスデューサ基部構造から最遠位であるヒンジ要素の端部で、又はその近傍で増加
する。
【０４５１】
　この厚さの増加は、段階的でも、先細りにされてもよい。
【０４５２】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板と、
　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をトラ
ンスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデュ
ーサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側では
トランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾
けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデ
ューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つそ
の全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びに
このセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備え、そ
れぞれのヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ要素が、振動板又はトランスデューサ基部
構造と密に結び付けられた要素の縁部又は端部に向かって増加する厚さを有する、
　オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる。
【０４５３】
　この厚さの増加は、段階的でも、先細りにされてもよい。
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【０４５４】
　以下の条項は、少なくとも前の４つの態様に適用される。
【０４５５】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのヒンジ要素は、振動板又
はトランスデューサ基部構造に強固に連結するように構成された端部でフランジがつけら
れる。
【０４５６】
　ヒンジ要素は、一様でない幅を有してもよく、この幅は、振動板及び／又はトランスデ
ューサ基部構造と密に結び付けられた縁部／端部で、又はそれに向かって増加してもよい
。またこの幅は、振動板又はトランスデューサ基部構造から遠位な端部／縁部で、又はそ
れに向かって増加してもよい。
【０４５７】
　この幅の増加は、段階的でも、先細りにされてもよい。
【０４５８】
　いくつかの実施例では、オーディオ・トランスデューサは、２つのヒンジ接続部を有す
るヒンジ組立体を備える。好ましくは、それぞれのヒンジ接続部は、振動板の左右に配置
される。
【０４５９】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部は、振動板の正中矢状面からの距離が、振動板本
体の幅の少なくとも０．２倍であるところに配置される。
【０４６０】
　好ましくは、第１のヒンジ接続部は、振動板の端面の第１の隅部領域に近位に配置され
、第２のヒンジ接続部は、この端面の、対向する第２の隅部領域に近位に配置され、これ
らのヒンジ接続部は、実質的に同一直線上にある。
【０４６１】
　振動板は、エポキシなどの接着剤によって、又は溶接によって、又は留め具を使用した
クランプによって、又は多数の他の方法によって、それぞれのヒンジ接続部に連結され得
る。
【０４６２】
　好ましい実施例では、それぞれの接続部のそれぞれのヒンジ要素は、ヤング率がたとえ
ば８ＧＰａより大きい材料から作られる。この材料は、金属やセラミックや、このような
スティフネスを有する任意の他の材料でもよい。
【０４６３】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ要素は、ヤング率が２０ＧＰａより大きい材
料から作られる。
【０４６４】
　一形態では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのヒンジ要素は、金属やセラミックな
どの連続的な材料から作られる。たとえば、ヒンジ要素は、高張力スチール合金、タング
ステン合金、チタン合金、又は「Ｌｉｑｕｉｄｍｅｔａｌ」や「Ｖｉｔｒｅｌｏｙ」など
のアモルファス金属合金で作られてもよい。
【０４６５】
　別の形態では、ヒンジ要素は、プラスチック強化炭素繊維などの複合材料から作られる
。
【０４６６】
　いくつかの構成では、振動板の振動板本体は、実質的に厚い。好ましくは、振動板本体
は、振動板本体の最大長さの１１％より大きい、またより好ましくは、振動板本体の最大
長さの１４％より大きい最大厚さを有する。
【０４６７】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板本体を有する振動板と、
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　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をトラ
ンスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデュ
ーサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側では
トランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾
けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデ
ューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つそ
の全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びに
このセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備え、振
動板の振動板本体が、実質的に厚い、オーディオ・トランスデューサで構成されるといえ
る。
【０４６８】
　好ましくは、振動板本体は、回転軸から振動板本体の対向する遠位周辺部までのその長
さの１５％より大きい最大厚さを有する。
【０４６９】
　以下の条項は、少なくとも前の５つの態様に適用される。
【０４７０】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、変換機構をさらに備える。
【０４７１】
　一形態では、オーディオ・トランスデューサは、スピーカ・ドライバである。
【０４７２】
　一形態では、オーディオ・トランスデューサは、マイクロホンである。
【０４７３】
　一形態では、変換機構は、動電変換機構、又は圧電変換機構、又は磁歪変換機構、又は
任意の他の適当な変換機構を使用する。
【０４７４】
　一形態では、変換機構は、コイル巻線を備える。好ましくは、コイル巻線は、振動板に
接続される。好ましくは、コイル巻線は、振動板のすぐ近くにあるか、それに直接取り付
けられる。
【０４７５】
　好ましくは、変換機構は、振動板のすぐ近くにあるか、それに直接接続される。
【０４７６】
　一形態では、変換機構の力伝達構成要素は、振動板に接続される。
【０４７７】
　一形態では、力伝達構成要素は、ずんぐりしたジオメトリを有する連結構造によって振
動板に接続される。
【０４７８】
　好ましくは、この連結構造は、８ＧＰａより大きいヤング率を有する。
【０４７９】
　一形態では、変換機構は、マグネット、外側ポールピース及び内側ポールピースを備え
る磁気回路を備える。
【０４８０】
　一構成では、振動板に取り付けられるコイル巻線は、磁気回路内の外側ポールピースと
内側ポールピースの間の間隙に配置される。
【０４８１】
　一形態では、外側ポールピースと内側ポールピースの両方は、スチールで作られる。
【０４８２】
　一形態では、マグネットは、ネオジムで作られる。
【０４８３】
　一形態では、コイル巻線は、エポキシ系接着剤などの接着剤を使用して、振動板基部フ
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レームに直接取り付けられる。
【０４８４】
　一形態では、トランスデューサ基部構造は、振動板及び磁気回路を支持するためのブロ
ックを備える。
【０４８５】
　好ましくは、トランスデューサ基部構造は、厚く、ずんぐりしたジオメトリを有する。
【０４８６】
　好ましくは、トランスデューサ基部構造は、振動板の質量よりも大きい質量を有する。
【０４８７】
　いくつかの実施例では、トランスデューサ基部構造は、共振に対する抵抗を改善するた
めに、金属などの大きい比弾性率を有する材料、たとえばアルミニウムやマグネシウムで
あるがそれらに限定されない金属、又はガラスなどのセラミックから作られてもよい。
【０４８８】
　好ましくは、トランスデューサ基部構造は、ヤング率が８ＧＰａより大きい、又は２０
ＧＰａより大きい構成要素を備える。
【０４８９】
　トランスデューサ基部構造は、エポキシやシアノアクリレートなどの接着剤によって、
留め具を使用することによって、はんだ付けによって、溶接によって、又は任意の多数の
他の方法によって、それぞれのヒンジ接続部に連結され得る。
【０４９０】
　一構成では、オーディオ・トランスデューサは、振動板ハウジングをさらに備え、トラ
ンスデューサ基部構造は、振動板ハウジングに強固に取り付けられる。
【０４９１】
　一形態では、振動板ハウジングは、ハウジングの１つ又は複数の壁部に、グリル（ｇｒ
ｉｌｌ）を備える。一形態では、グリルは、スタンプされ、プレスされたアルミニウムで
作られてもよい。
【０４９２】
　一形態では、振動板ハウジングは、１つ又は複数の壁部に、１つ又は複数の補剛材を備
えてもよい。一形態では、この補剛材も、スタンプされ、プレスされたアルミニウムから
作られてもよい。
【０４９３】
　一形態では、補剛材は、振動板がハウジング内に配置された後、振動板の近くの壁部又
は壁部の一部に配置され得る。
【０４９４】
　一形態では、トランスデューサ基部構造は、粘着剤又は接着剤によって、振動板ハウジ
ングの床部に接続される。
【０４９５】
　一形態では、振動板ハウジングの壁部は、障壁又はバッフルとして作用して、放射音が
キャンセルされるのを軽減する。
【０４９６】
　いくつかの実施例では、振動板ハウジングは、共振に対する抵抗を改善するために、金
属などの大きい比弾性率を有する材料、たとえばアルミニウムやマグネシウムであるがそ
れらに限定されない金属、又はガラスなどのセラミックから作られてもよい。
【０４９７】
　別の構成では、オーディオ・トランスデューサは、振動板ハウジングに強固に取り付け
られるトランスデューサ基部構造を備えず、オーディオ・トランスデューサは、デカップ
リング・マウンティング・システムを介してトランスデューサ・ハウジングに収容される
。
【０４９８】
　いくつかの実施例では、オーディオ・トランスデューサは、中に振動板を収容するため
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のハウジングをさらに備え、振動板本体の外周部は、実質的にハウジングの内部と物理的
に連結しない。好ましくは、振動板本体の周辺部とハウジングの内部の間に空気間隙が存
在する。
【０４９９】
　好ましくは、空気間隙のサイズは、振動板本体の長さの１／２０未満である。
【０５００】
　好ましくは、空気間隙のサイズは、１ｍｍ未満である。
【０５０１】
　好ましくは、振動板本体は、周辺部の長さの少なくとも２０パーセントに沿って、また
より好ましくは周辺部の長さの少なくとも５０パーセントに沿って、またさらに好ましく
は周辺部の長さの少なくとも８０パーセントに沿って、また最も好ましくは、周辺部全体
に沿って、ハウジングの内部と物理的に接触又は連結しない外周部を備える。
【０５０２】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板本体を有する振動板と、
　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をトラ
ンスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデュ
ーサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側では
トランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾
けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデ
ューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つそ
の全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びに
このセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備え、振
動板本体の外周部が、ハウジングの内部と実質的に物理的に連結しない、オーディオ・ト
ランスデューサで構成されるといえる。
【０５０３】
　好ましくは、振動板本体は、周辺部の長さの少なくとも２０パーセントに沿って、また
より好ましくは周辺部の長さの少なくとも５０パーセントに沿って、またさらに好ましく
は周辺部の長さの少なくとも８０パーセントに沿って、また最も好ましくは周辺部全体に
沿って、ハウジングの内部と物理的に接触又は連結しない外周部を備える。
【０５０４】
　いくつかの実施例では、振動板本体の周辺部とハウジングの内部の間に空気間隙が存在
する。
【０５０５】
　いくつかの実施例では、空気間隙のサイズは、振動板本体の長さの１／２０未満である
。
【０５０６】
　好ましくは、空気間隙のサイズは、１ｍｍ未満である。
【０５０７】
　いくつかの実施例では、トランスデューサは、振動板の１つ又は複数の周辺領域とハウ
ジング内部との間に強磁性流体を有する。好ましくは、強磁性流体は、振動板の冠状面の
方向において、振動板にかなりの支持を与える。
【０５０８】
　別の態様では、本発明は概して、
　振動板本体を有する振動板と、
　振動板本体をトランスデューサの基部に対して回転可能に支持するように構成され、少
なくとも１つのねじれ部材を備え、且つ振動板に回転軸を与える、ヒンジ組立体とを備え
、
　それぞれのねじれ部材が、回転軸に対して平行、且つすぐ近くに延びるように配置され
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、ねじれ部材が、長さ、幅及び高さを有し、ねじれ部材の幅及び高さが、振動板の、回転
軸から振動板の最遠位周辺部までの長さの３％より大きい、
　オーディオ・トランスデューサであるものである。
【０５０９】
　好ましくは、ねじれ部材の幅及び／又は長さは、振動板の、回転軸から振動板の最遠位
周辺部までの長さの４％より大きい。
【０５１０】
　好ましくは、ねじればね部材は、このねじればね部材長さの、通常動作中に著しく変形
する部分に沿って算出される（強さにあまり寄与しない接着剤及びワイヤを除く）平均断
面積の平方根の１．５倍より大きい、またより好ましくはこのばね長さの、通常動作中に
著しく変形する部分に沿って算出される平均断面積の平方根の２倍より大きい、またより
好ましくは２．５倍より大きい、回転軸に対して垂直な方向の平均寸法を有する。
【０５１１】
　好ましくは、少なくとも１つ又は複数のねじればね部材は、回転軸に、又はその近くに
マウントされ、振動板が、回転軸に対して垂直な任意の方向において単なる小さい並進運
動を受けるとき、組み合わせて、復元力の少なくとも５０％を直接的に提供する。
【０５１２】
　別の態様では、本発明は概して、
　振動板本体を有する振動板と、
　トランスデューサ基部構造と、
　その場（ｉｎ　ｓｉｔｕ）のトランスデューサ基部構造に対して振動板を作動可能且つ
回転可能に支持する、少なくとも１つのヒンジ接続部とを備え、それぞれのヒンジ接続部
が、弾性部材の長さ及び／又は幅に比べて比較的小さい厚さを有する弾性部材を有し、弾
性部材が、振動板に強固に連結される第１の端部と、トランスデューサ基部構造に強固に
連結される第２の端部とを有し、この部材の第１の端部と第２の端部の両方の厚さ及び／
又は幅が、弾性部材の中間中央領域から離れて延びるにつれて大きくなる、
　オーディオ・トランスデューサであるものである。
【０５１３】
　好ましくは、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれの弾性部材は、互いに対して傾けられ
た１対のフレキシブル・ヒンジ要素を備える。好ましくは、これらのヒンジ要素は、互い
に対して実質的に直交して傾けられる。
【０５１４】
　好ましい構成では、それぞれの接続部の一方のフレキシブル・ヒンジ要素は、回転軸に
対して実質的に垂直な方向に延びる。別法として、又は追加的に、それぞれの接続部の一
方のフレキシブル・ヒンジ要素は、回転軸に対して実質的に平行な方向に延びる。
【０５１５】
　別の態様では、本発明は概して、
　振動板と、ヒンジ組立体と、トランスデューサ基部構造とを備え、
　振動板が、使用時にヒンジ組立体によって、回転軸を中心にトランスデューサ基部構造
に対して回転可能に支持され、
　ヒンジ組立体が、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、それぞれのヒンジ接続部が、
第１のフレキシブル弾性要素及び第２のフレキシブル弾性要素を有し、
　第１のフレキシブル弾性ヒンジ要素が、一方の端部でトランスデューサ基部構造に強固
に接続され、対向する端部で振動板に強固に接続され、
　第２のフレキシブル弾性ヒンジ要素が、一方の端部でトランスデューサ基部構造に強固
に接続され、対向する端部で振動板に強固に接続され、
　第１のヒンジ要素及び第２のヒンジ要素のそれぞれが、トランスデューサ基部構造と振
動板の間の、この要素の長手方向の長さと比べて実質的に小さい厚さを有し、この厚さが
、回転軸に対して実質的に垂直であって、回転軸を中心にする振動板の追従的な回転運動
を容易にする寸法であり、
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　それぞれのヒンジ接続部の第１のヒンジ要素が延びる、回転軸に対して垂直である第１
の方向が、第２のヒンジ要素が延びる、回転軸に対して垂直である第２の方向に対して少
なくとも３０度傾いて、第１の方向と第２の方向の両方におけるトランスデューサ基部構
造に対する振動板の並進変位の点での、剛性の改善に役立つ、
　オーディオ・トランスデューサであるものである。
【０５１６】
　好ましくは、この第１の方向は、第２の方向に対して４５、又は６０度より大きい角度
であり、また最も好ましくは、第１の方向は、第２の方向におおよそ直交する。
【０５１７】
　好ましくは、第１のばね部材が第１の方向に延びる距離は、回転軸に対して垂直な方向
における振動板の最大寸法に比べて著しく大きく、その結果、これらの各寸法の比は、０
．０５より大きく、又は０．０６より大きく、又は０．０７より大きく、又は０．０８よ
り大きく、また最も好ましくは、０．０９より大きい。
【０５１８】
　好ましくは、第２のばね部材が第２の方向に延びる距離は、回転軸までの振動板の最大
寸法と比較して大きく、その結果、これらの各寸法の比は、０．０５より大きく、又は０
．０６より大きく、又は０．０７より大きく、又は０．０８より大きく、また最も好まし
くは０．０９より大きい。
【０５１９】
　別の態様では、本発明は概して、
　振動板と、
　振動板をその場で作動可能に支持するヒンジ組立体を備え、ヒンジ組立体が、少なくと
も１つのねじれ部材を備え、ねじれ部材が、使用時に、直接的に且つ強固に振動板に取り
付けられ、ねじれ部材が、変形して、ヒンジ組立体によって提供される回転軸を中心にし
た振動板の運動を可能にするように構成される、
　オーディオ・トランスデューサであるものである。
【０５２０】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、力伝達構成要素をさらに備える。
【０５２１】
　好ましくは、ねじれ部材は、その長さに沿って変形して、振動板の回転運動を可能にす
るように構成される。
【０５２２】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、使用時に、回転軸を中心にした振動板の回転運動を可能
にするように構成される。
【０５２３】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、回転軸を中心にした振動板の回転運動を可能にしながら
、振動板を強固に支持して並進運動を制限する。
【０５２４】
　一形態では、ねじれ部材は、おおよそＣ形の断面を有するトーション・ビームである。
【０５２５】
　別の態様では、本発明は概して、
　振動板と、
　振動板をその場で作動可能に支持するヒンジ組立体とを備え、前記ヒンジ組立体が、ね
じれ部材を備え、且つ振動板に回転軸を与え、
　ねじれ部材が、回転軸に対して実質的に平行、且つすぐ近くに延びるように配置され、
　ねじれ部材が、振動板の冠状面に対して垂直な方向の高さを有し、ミリメートルで測定
される高さが、グラムで測定される振動板の質量のおおよそ２倍より大きい、
　オーディオ・トランスデューサであるものである。
【０５２６】
　好ましくは、ねじれ部材は、振動板に対して平行で軸に対して垂直な方向に幅を有し、
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これはミリメートルで測定されるとき、グラムで測定される振動板の質量の約２倍より大
きい。
【０５２７】
　好ましくは、ねじれ部材は、ミリメートルで測定されるとき、グラムで測定されるとき
の振動板の質量の約４倍より大きい、またより好ましくは６倍より大きい、また最も好ま
しくは８倍より大きい、幅及び高さを有する。
【０５２８】
　いくつかの構成では、本開示の４１番目から５２番目の態様のうちの１つ又は複数は、
近接場オーディオ・スピーカ用途に使用され、スピーカ・ドライバは、たとえばヘッドホ
ンやインナーイヤー型イヤホン（ｂｕｄ　ｅａｒｐｈｏｎｅ）で、使用時に耳の１０ｃｍ
以内に配置されるように構成される。
【０５２９】
　別の態様では、本発明は概して、使用者の耳その場の１０ｃｍ以内に配置されるように
構成されたオーディオ・デバイスであって、
　　振動板と、
　　トランスデューサ基部構造と、
　　少なくとも１つのヒンジ接続部とを有する、
　少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサを備え、それぞれのヒンジ接続部が、
振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心に
トランスデューサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、
一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互
いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が
、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿
った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進
剛性、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓
性を備え、それぞれのヒンジ接続部の片方又は両方のヒンジ要素が、振動板又はトランス
デューサ基部構造と密に結び付けられた要素の縁部又は端部に向かって増加する厚さを有
する、オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０５３０】
　以下の記述は、ヒンジ・システムを含む上のオーディオ・デバイスの態様の任意の１つ
又は複数並びにそれらの関連する機能、実施例及び構成に関する。
【０５３１】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは、エンクロージャ又はバッフルの形を
とるハウジングをさらに備え、振動板は、振動板の１つ又は複数の周辺領域ではハウジン
グと物理的に連結せず、この１つ又は複数の周辺領域は、強磁性流体によって支持される
。
【０５３２】
　好ましくは、この強磁性流体は、強磁性流体によって支持されるこの１つ又は複数の周
辺領域を封止し、又はそれと直接的に接触し、その結果、この強磁性流体が、実質的にそ
れらの間の空気の流れを防止し、且つ／又は冠状面に対して平行な１つ又は複数の方向に
おいて振動板へのかなりの支持を実現する。
【０５３３】
　好ましくは、振動板は、本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接
続されて、動作中に本体のこの面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直
応力補強材を備える。
【０５３４】
　別の態様では、本発明は概して、ヒンジ・システムを含む上の態様の任意の１つに従う
オーディオ・トランスデューサあって、振動板が、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
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のこの面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　本体に埋め込まれ、前記主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、動
作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくと
も１つの内部補強部材とを備える、オーディオ・トランスデューサで構成されるといえる
。
【０５３５】
　好ましくは、上の２つの態様のうちのいずれか１つにおいて、振動板本体と関連付けら
れた質量分布又は垂直応力補強材と関連付けられた質量分布又はその両方は、振動板が、
振動板の１つ又は複数の比較的質量の大きい領域の質量と比べて、振動板の１つ又は複数
の質量の小さい領域では比較的小さい質量を有するものである。
【０５３６】
　好ましくは、振動板本体は、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で比
較的小さい質量を有する。好ましくは、振動板の厚さは、質量中心から遠位な周辺部に向
かって減少する。
【０５３７】
　別法として、又は追加的に、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、組み
立てられた振動板の質量中心位置から遠位である、関連付けられた主面の１つ又は複数の
周辺縁部領域にあるものである。
【０５３８】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは、１つ又は複数のオーディオ・トラン
スデューサ、並びに
　振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分の間に配置されて、少なく
とも１つのオーディオ・トランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも
１つの他の部分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する、少なくとも１
つのデカップリング・マウンティング・システムであって、それぞれのデカップリング・
マウンティング・システムが、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の構成要素
にフレキシブルにマウントする、少なくとも１つのデカップリング・マウンティング・シ
ステムを備える。
【０５３９】
　好ましくは、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサは、トランスデューサ基
部構造をさらに備え、オーディオ・デバイスは、中にオーディオ・トランスデューサを収
容するためのハウジングを備え、デカップリング・マウンティング・システムは、オーデ
ィオ・トランスデューサのトランスデューサ基部構造とハウジングの内部との間を接続す
る。
【０５４０】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは、個人用オーディオ・デバイスである
。
【０５４１】
　一構成では、個人用オーディオ・デバイスは、それぞれの耳又はその近位で使用者によ
って装着されるように構成された１対のインタフェース・デバイスを備える。
【０５４２】
　オーディオ・デバイスは、ヘッドホンやイヤホンでもよい。オーディオ・デバイスは、
それぞれの耳ごとの１対のスピーカを備えてもよい。それぞれのスピーカは、１つ又は複
数のオーディオ・トランスデューサを備えてもよい。
【０５４３】
　別の態様では、本発明は概して、
　コイルとコイル補剛パネルとを備え、動作中、おおよその回転軸を中心に回転してオー
ディオを変換するように構成された振動板を備え、それによって
　コイルが、第１の長辺、第１の短辺、第２の長辺及び第２の短辺で構成される、ほぼ４
つの辺をもつ形状部に巻かれ、
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　実質的に回転軸に対して垂直な方向に延びるコイル補剛パネルに連結され、コイルの第
１の長辺をコイルの第２の長辺に連結する、
　オーディオ・トランスデューサであるものである。
【０５４４】
　好ましくは、コイル補剛パネルは、コイルの第１の短辺の近くに、又はそれに接触して
配置される。
【０５４５】
　好ましくは、コイル補剛パネルは、コイルの第１の長辺と第１の短辺の間のおおよその
結合部から、コイルの第１の第２の長辺と第１の短辺の間のおおよその結合部まで延び、
回転軸に対して垂直な方向にも延びる。
【０５４６】
　好ましくは、コイル補剛パネルは、ヤング率が８ＧＰａより大きい、またより好ましく
は１５ＧＰａより大きい、またさらに好ましくは２５ＧＰａより大きい、またいっそう好
ましくは４０ＧＰａより大きい、また最も好ましくは６０ＧＰａより大きい材料から作ら
れる。
【０５４７】
　好ましくは、コイルの第２の短辺の近く、又はそれに接触して配置される、第２のコイ
ル補剛パネルが存在する。
【０５４８】
　一構成では、振動板本体の矢状面の近くに配置される、第３のコイル補剛パネルが存在
する。
【０５４９】
　好ましくは、このパネルは、回転軸から離れる方向ではなく、回転軸に向かう方向に延
びる。
【０５５０】
　好ましくは、これらの長辺は、少なくとも部分的には磁界の中に位置する。
【０５５１】
　好ましくは、これらの長辺は、回転軸に平行な方向に延びる。
【０５５２】
　好ましくは、この磁界は、第１の長辺を通って、回転軸に対しておおよそ垂直な方向に
延びる。
【０５５３】
　好ましくは、これらの長辺は、巻型に連結されない。
【０５５４】
　好ましくは、振動板は、コイル補剛パネルを含む振動板基部フレームをさらに備え、振
動板基部フレームは、コイル及び振動板を強固に支持し、且つヒンジ・システムに強固に
連結される。
【０５５５】
　別の態様では、本発明は、
　　回転可能にマウントされた振動板と、電子オーディオ信号及び／又は音圧に対応する
振動板の回転運動を作動可能に変換するように構成された変換機構とを有する
　オーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他
の部分の間に配置されて、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分の
間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の構成
要素を第２の構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・マウンティング
・システム
　を備える、オーディオ・デバイスから構成されるといえる。
【０５５６】
　好ましくは、オーディオ・デバイスのこの少なくとも１つの他の部分は、このデバイス
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のオーディオ・トランスデューサの振動板の別の部分ではない。
【０５５７】
　一構成では、オーディオ・デバイスは、少なくとも第１のオーディオ・トランスデュー
サ及び第２のオーディオ・トランスデューサを備える。好ましくは、デカップリング・マ
ウンティング・システムは、第１のトランスデューサの振動板と第２のトランスデューサ
の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。
【０５５８】
　好ましくは、振動板は、少なくとも１つの並進方向において剛性であるヒンジ組立体に
よって支持される。
【０５５９】
　いくつかの実施例では、ヒンジ・システムは、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒ
ンジ組立体を備え、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部
材は、接触面を有し、動作中に、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素が接触面との実
質的に安定した物理的接触を保ちながら関連付けられた接触部材に対して相対的に動くこ
とを可能にするように構成され、ヒンジ組立体は、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢す
る。
【０５６０】
　好ましくは、ヒンジ組立体は、付勢機構をさらに備え、ヒンジ要素は、付勢機構によっ
て接触面に向かって付勢される。
【０５６１】
　好ましくは、付勢機構は、実質的に追従的である。
【０５６２】
　好ましくは、付勢機構は、動作中、それぞれのヒンジ要素と関連付けられた接触部材と
の間の接触領域で、接触面に対して実質的に垂直な方向に実質的に追従的である。
【０５６３】
　好ましくは、ヒンジ・システムは、ヒンジ軸から振動板の周辺部までの距離の６０％未
満の半径で、振動板に振動板復元力を加えるように構成された復元機構をさらに備える。
【０５６４】
　いくつかの他の実施例では、ヒンジ・システムは、少なくとも１つのヒンジ接続部を備
え、それぞれのヒンジ接続部は、振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振
動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデューサ基部構造に対して相対的に回転するこ
とを可能にし、ヒンジ接続部は、一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では
振動板に強固に連結され、且つ互いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素
を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び
付けられ、動作中、この要素に沿った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん
断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた
屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備える。
【０５６５】
　好ましくは、オーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分は、直接的、又は間接
的に振動板を支持する。
【０５６６】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、少なくとも１つの並進軸
に沿った、またより好ましくは少なくとも２つの実質的に直交する並進軸に沿った、また
いっそう好ましくは３つの実質的に直交する並進軸に沿った、振動板とオーディオ・デバ
イスの少なくとも１つの他の部分の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する
。
【０５６７】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、少なくとも１つの回転軸
を中心にした、またより好ましくは少なくとも２つの実質的に直交する回転軸を中心にし
た、またいっそう好ましくは３つの実質的に直交する回転軸を中心にした、振動板とオー
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ディオの少なくとも１つの他の部分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減
する。
【０５６８】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、振動板とオーディオ・デ
バイスの少なくとも１つの他の部分との間の振動の機械的伝達を実質的に軽減する。
【０５６９】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、中にオーディオ・トランスデューサを収容する
ように構成されたトランスデューサ・ハウジングをさらに備える。
【０５７０】
　好ましくは、トランスデューサ・ハウジングは、バッフル又はエンクロージャを備える
。
【０５７１】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、トランスデューサ基部構造をさらに備
える。
【０５７２】
　好ましくは、振動板は、トランスデューサ基部構造に対して相対的に回転可能である。
【０５７３】
　好ましくは、デカップリング・システムは、第１の構成要素と関連付けられたノード軸
位置、又はその近位に位置するように構成された、少なくとも１つのノード軸マウントを
備える。
【０５７４】
　好ましくは、デカップリング・システムは、第１の構成要素と関連付けられたノード軸
位置から遠位に位置するように構成された、少なくとも１つの遠位マウントを備える。
【０５７５】
　好ましくは、少なくとも１つのノード軸マウントは、少なくとも１つの遠位マウントよ
り比較的追従的でなく、且つ／又は比較的フレキシブルでない。
【０５７６】
　第１の実施例では、デカップリング・システムは、第１の構成要素の両側に配置される
、１対のノード軸マウントを備える。好ましくは、それぞれのノード軸マウントは、第１
の構成要素に強固に接続され、実質的に基部構造のノード軸に合わせられた軸に沿って、
その一方の側から横に延びるピンを備える。好ましくは、それぞれのノード軸マウントは
、ピンの周りに強固に接続され、第２の構成要素の対応する凹部内に配置されるように構
成されたブッシュをさらに備える。好ましくは、第２の構成要素の対応する凹部は、ブッ
シュを強固に中に受け、保持するためのスラグを備える。好ましくは、それぞれのノード
軸マウントは、第１の構成要素の外面と第２の構成要素の内面の間に位置するワッシャを
さらに備える。好ましくは、ワッシャは、第１の構成要素の相当な部分又はその周辺部全
体の周りで、第１の構成要素の外面と第２の構成要素の内面の間に均一な間隙を生み出す
。
【０５７７】
　好ましくは、それぞれの遠位マウントは、実質的にフレキシブルなマウンティング・パ
ッドを備える。好ましくは、デカップリング・システムは、第１の構成要素の外面と第２
の構成要素の内面の間に連結される１対のマウンティング・パッドを備える。好ましくは
、マウンティング・パッドは、第１の構成要素の両側に接続される。好ましくは、それぞ
れのマウンティング・パッドは、頂点側端部及び基部側端部を備え、パッドの奥行きに沿
って実質的に先細りにされた幅を有する。好ましくは、基部側端部は、第１の構成要素又
は第２の構成要素のうちの一方に強固に連結され、頂点側端部は、第１の構成要素又は第
２の構成要素の他方に連結される。
【０５７８】
　この実施例のいくつかの構成では、第１の構成要素はトランスデューサ基部構造でもよ
い。別法として、第１の構成要素は、オーディオ・トランスデューサの周りに延びるサブ
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・ハウジングでもよい。第２の構成要素は、オーディオ・トランスデューサ又はオーディ
オ・トランスデューサのサブ・ハウジングを収容するためのハウジングやサラウンドでも
よい。
【０５７９】
　第２の実施例では、デカップリング・システムは、複数のフレキシブルなマウンティン
グ・ブロックを備える。好ましくは、マウンティング・ブロックは、第１の構成要素の外
周面の周りに分布し、一方の側で第１の構成要素の外周面に、反対側で第２の構成要素の
内周面に強固に連結する。好ましくは、１つ又は複数のマウンティング・ブロックの第１
のセットは、第１の構成要素のノード軸位置又はその近くで、第１の構成要素を接続する
。好ましくは、マウンティング・ブロックの第２のセットは、ノード軸位置から遠位な１
つ又は複数の位置で、第１の構成要素を接続する。好ましくは、遠位マウンティング・ブ
ロックの第２のセットは、オーディオ・トランスデューサの振動板又はその近くに位置す
る。好ましくは、マウンティング・ブロックの第１のセットは、オーディオ・トランスデ
ューサの振動板から遠位に位置する。好ましくは、これらの複数のマウンティング・ブロ
ックは、第２の構成要素の対応する凹部内で強固に連結するように構成される。好ましく
は、これらの複数のマウンティング・ブロックは、対応する凹部の奥行きより大きい厚さ
を有し、それによって第１の構成要素と第２の構成要素の間その場に、実質的に均一な間
隙を形成する。
【０５８０】
　一構成では（任意の実施例において）、トランスデューサ基部構造は、マグネット組立
体を備える。
【０５８１】
　好ましくは、トランスデューサ基部構造は、振動板サスペンション・システムへの連結
部を備える。
【０５８２】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、２つ以上のオーディオ・トランスデューサ（す
なわちステレオ又はマルチ・チャネル）の構成を通して２つ以上の異なるオーディオ・チ
ャネルを使用するオーディオ・システム内に構成される。
【０５８３】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、２つ以上のオーディオ・トランスデューサ（す
なわちステレオ又はマルチ・チャネル）の構成を通して２つ以上の異なるオーディオ・チ
ャネルを使用するオーディオ・システム内に構成されるものである。
【０５８４】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、少なくとも２つの異なるオーディオ・チャネル
（すなわちステレオ又はマルチ・チャネル）を同時に再生するように構成された、少なく
とも２つ以上のオーディオ・トランスデューサを備える。
【０５８５】
　好ましくは、前記異なるオーディオ・チャネルは、互いに独立している。
【０５８６】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、オーディオ・トランスデューサを使用者の片方
又は両方の耳又はその近くに配置するように構成された構成要素をさらに備える。
【０５８７】
　別の態様では、本発明は概して、
　　振動板と、電子オーディオ信号及び／又は音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構と、基部構造組立体とを有する、
　オーディオ・トランスデューサ、及び
　振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分との間に配置されて、振動
板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分との間の振動の機械的伝達を少な
くとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の構成要素にフレ
キシブルにマウントする、デカップリング・マウンティング・システムを備え、
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　基部構造組立体が効果的に非拘束であるとき、基部構造組立体が、大きい回転成分を有
する動作と共に動くような質量分布を有する、オーディオ・デバイスで構成されるといえ
る。たとえば、トランスデューサが、十分に高い周波数で作動され、その結果、デカップ
リング・マウンティング・システムのスティフネスを、無視しても構わない、又は無視し
てもよくなるとき、基部構造組立体は、効果的に非拘束である。
【０５８８】
　好ましくは、振動板は、動作中、大きい回転成分を有して、トランスデューサ基部構造
に対して相対的に動く。
【０５８９】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、トランスデューサ基部構
造とエンクロージャ又はバッフルとの間に配置される。
【０５９０】
　一実施例では、少なくとも１つのデカップリング・マウンティング・システムは、振動
板とトランスデューサ・ハウジングとの間に配置されて、振動板とトランスデューサ・ハ
ウジングとの間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。
【０５９１】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、振動板をトランスデューサ基部構造にフレキシ
ブルにマウントする第１のデカップリング・マウンティング・システム及び／又はトラン
スデューサ基部構造をトランスデューサ・ハウジングにフレキシブルにマウントする第２
のデカップリング・マウンティング・システムを備える。
【０５９２】
　一実施例では、オーディオ・デバイスは、オーディオ・デバイスを使用者の片方又は両
方の耳又はその近くに配置するように構成されたヘッドバンド構成要素及びヘッドバンド
をトランスデューサ・ハウジングにフレキシブルにマウントするデカップリング・マウン
ティング・システムをさらに備える。
【０５９３】
　好ましくは、振動板は、振動板本体を備える。
【０５９４】
　一実施例では、振動板は、本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％、また好ましくは１
４％より大きい最大厚さを有する振動板本体を備える。
【０５９５】
　好ましくは、振動板は、比較的軽量の材料から作られるコアとコアの１つ又は複数の外
面或いはその近くの補強材から構成される複合構成部とを有する振動板本体を備え、前記
補強材は、実質的に剛性の材料から形成されて、動作中に本体が受ける変形に抵抗し、且
つ／又はそれを実質的に軽減する。好ましくは、補強材は、好ましくは少なくとも８ＭＰ
ａ／（ｋｇ／ｍ３）、またより好ましくは少なくとも２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、また
最も好ましくは少なくとも１００ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）である比弾性率を有する１つ又
は複数の材料から構成される。たとえば、補強材は、アルミニウムや炭素繊維強化プラス
チックからでもよい。
【０５９６】
　好ましくは、前記補強材は、
　振動板本体に接続され、前記外面の少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
の面又はその近傍で受ける圧縮－引張変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する
、垂直応力補強材と、
　本体に埋め込まれ、垂直応力補強材に対してある角度で向けられ、本体が動作中に受け
るせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくとも１つの内部補強
部材とを備える。
【０５９７】
　好ましい一実施例では、オーディオ・トランスデューサは、スピーカ・ドライバである
。



(60) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

【０５９８】
　好ましくは、前記振動板は、実質的に剛性の振動板本体を備え、前記振動板本体は、動
作中、トランスデューサのＦＲＯにわたって、実質的に剛性の形態を保つ。
【０５９９】
　好ましくは、変換機構は、動作中、振動板に作用する励起作用力を加える。
【０６００】
　好ましくは、変換機構は、動作中に振動板に加えられる励起作用力と関連付けられた励
起反力もトランスデューサ基部構造に加える。
【０６０１】
　好ましくは、変換機構は、振動板に強固に連結される力伝達構成要素を備える。
【０６０２】
　一形態では、変換機構の力伝達構成要素は、振動板に直接的に強固に連結される。
【０６０３】
　別法として、力伝達構成要素は、１つ又は複数の中間の構成要素によって振動板に強固
に連結され、力伝達構成要素と振動板本体の間の距離は、振動板本体の最大寸法の５０％
未満である。より好ましくは、この距離は、振動板本体の最大寸法の３５％未満、又は２
５％未満である。
【０６０４】
　好ましくは、変換機構の力伝達構成要素は、振動板に接続されたモータ・コイルを備え
る。
【０６０５】
　一形態では、変換機構の力伝達構成要素は、振動板に接続されたマグネットを備える。
【０６０６】
　好ましくは、変換機構は、トランスデューサ基部構造の一部であり、動作中にモータ・
コイルが影響を受ける磁界をもたらすマグネットを備える。
【０６０７】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、オーディオ・トランスデューサのトランスデュ
ーサ基部構造を備えるこのオーディオ・トランスデューサと関連付けられた基部構造組立
体を備え、この基部構造組立体は、トランスデューサ基部構造に強固に連結される、ハウ
ジング、フレーム、バッフル又はエンクロージャなどの他の構成要素も備えてもよい。
【０６０８】
　好ましくは、基部構造組立体は、振動板の回転軸に対して実質的に平行なトランスデュ
ーサ・ノード軸を中心に、オーディオ・トランスデューサ・ハウジングに対して相対的に
回転可能である。
【０６０９】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサの基部構造組立体は、デカップリング・マ
ウンティング・システムによってオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分に連
結される。
【０６１０】
　好ましくは、（デカップリング・システムの相対運動への追従性の程度全体、及び／又
はデカップリング・システムの様々なデカップリング・マウントの様々な位置での相対的
な追従性を含み得る）デカップリング・マウンティング・システムの追従性及び／又は追
従性・プロファイル、並びに関連付けられたオーディオ・トランスデューサに対するデカ
ップリング・マウンティング・システムの位置は、ドライバが、トランスデューサのＦＲ
Ｏの範囲内の周波数を有する定常状態の正弦波で作動されているとき、第２の作動状態の
第１の点とトランスデューサ・ノード軸（ｎｏｄｅ　ａｘｉｓ）の間の最短の距離は、関
連付けられたトランスデューサ基部構造の最大長さ寸法の約２５％未満、またより好まし
くは２０％未満、またさらに好ましくは１５％未満、またいっそう好ましくは１０％未満
、また最も好ましくは５％未満であり、この第１の点は、第１の作動状態ではトランスデ
ューサ・ノード軸の一部に位置し、そこでトランスデューサ基部構造内を通過し、第２の
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作動状態ではトランスデューサ・ノード軸からの最大直交距離にも位置するものである。
【０６１１】
　好ましくは、トランスデューサが第２の作動状態であるとき、トランスデューサ・ノー
ド軸は、基部構造組立体の基部構造組立体の最大長さ寸法の２５％、又はそれ以内を通過
する。
【０６１２】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、第２の作動状態において
、トランスデューサ・ノード軸から、基部構造組立体の最大寸法の２５％、又は２０％、
又は１５％、又は最も好ましくは１０％未満の距離で配置される１つ又は複数のノード軸
マウントを備える。
【０６１３】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、第２の作動状態において
、トランスデューサ・ノード軸から、基部構造組立体の最大寸法の２５％、より好ましく
は４０％の距離を越えて配置される１つ又は複数の遠位マウントを備える。
【０６１４】
　好ましくは、遠位マウントは、１つ又は複数のノード軸マウントよりも、動きに対して
比較的フレキシブルである、又は追従的である。
【０６１５】
　一実施例では、それぞれのノード軸マウントは、トランスデューサ基部構造の片方の側
から横に延びるピンを備え、このピンは、ノード軸に対しておおよそ平行に延び、基部構
造に強固に接続され、ノード軸マウントは、ピンがその周りでこのデバイスのハウジング
に連結されるブッシュをさらに備える。
【０６１６】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、摂氏約２４度で０．２よ
り大きい、又は０．４より大きい、又は０．８より大きい、また最も好ましくは１より大
きい機械損失係数を有するフレキシブル材料から構成される。
【０６１７】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、基部構造組立体に対して
相対的に配置され、第１の作動状態のトランスデューサ・ノード軸位置を第２の作動状態
のノード軸位置と実質的に一致させるレベルの追従性を有する。
【０６１８】
　好ましくは、振動板本体は、この本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％である最大厚
さを有する。より好ましくは、この最大厚さは、この本体の最大長さ寸法の少なくとも１
４％である。
【０６１９】
　いくつかの実施例では、振動板本体の厚さは、先細りにされ、遠位領域に向かって厚さ
が減少する。他の実施例では、振動板本体の厚さは、段をつけられて、振動板の質量中心
に遠位な領域に向かって厚さが減少する。
【０６２０】
　好ましくは、回転可能な接続は十分に追従的であり、その結果、基本モード以外の振動
板共振モードは、この追従性によって促進され、周波数応答に２ｄＢを超える影響を及ぼ
すが、これはＦＲＯ未満で発生する。
【０６２１】
　別法として、ヒンジ機構の、運動を容易にし、振動板とトランスデューサ基部構造の間
の並進負荷を伝える部分は、ヤング率が約８ＧＰａより大きい、またより好ましくは約２
０ＧＰａより大きい材料から作られる。
【０６２２】
　好ましくは、ヒンジ機構は、実質的に安定して実質的に剛性の第２の構成要素と接合す
るが連結しない、実質的に剛性の第１の構成要素を備える。別法として、ヒンジ機構は、
ヤング率が約８ＧＰａより大きい、より好ましくは約２０ＧＰａより大きい材料から形成
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される薄肉のばね構成要素を組み込む。
【０６２３】
　好ましくは、振動板本体は、３次元で一様でない、相互連結された構造を備えるコア材
料から形成される。このコア材料は、発泡体や規則正しく並んだ３次元ラティス構造の材
料でもよい。このコア材料は、複合材料から構成されてもよい。好ましくは、このコア材
料は、発泡ポリスチレンフォームである。代替の材料には、ポリメチルメタクリルアミド
フォーム、ポリ塩化ビニルフォーム、ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム、エ
アロゲルフォーム、段ボール、バルサ材、シンタクチックフォーム、金属マイクロラティ
ス及びハニカムが含まれる。
【０６２４】
　好ましくは、振動板は、振動板が曲げに抵抗するのを助ける、ヤング率が約８ＧＰａよ
り大きい、より好ましくは約２０ＧＰａより大きい、そして最も好ましくは約１００ＧＰ
ａより大きい、１つ又は複数の材料を組み込む。
【０６２５】
　別の態様では、本発明は、
　回転可能にマウントされた振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の
回転運動を作動可能に変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トラン
スデューサ、
　中にオーディオ・トランスデューサを収容するように構成されたバッフル及び／又はエ
ンクロージャを備えるトランスデューサ・ハウジング、並びに
　オーディオ・トランスデューサの振動板と関連付けられたトランスデューサ・ハウジン
グの間に配置されて、振動板とエンクロージャトランスデューサ・ハウジングの間の振動
の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第
２の構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・マウンティング・システ
ム
　を備える、オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６２６】
　別の態様では、本発明は、
　回転可能にマウントされた振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の
回転運動を作動可能に変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トラン
スデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを組み込む第１の部分又は組立体とオーディオ・デバイ
スの少なくとも１つの他の部分又は組立体との間に配置されて、第１の部分又は組立体と
少なくとも１つの他の部分又は組立体との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽
減し、オーディオ・デバイスの第１の部分又は組立体を第２の部分又は組立体にフレキシ
ブルにマウントする、デカップリング・マウンティング・システム
　を備える、オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６２７】
　好ましくは、この第１の部分は、中にオーディオ・トランスデューサを収容するための
バッフル又はエンクロージャを備えるトランスデューサ・ハウジングである。
【０６２８】
　別の態様では、本発明は、
　回転可能にマウントされた振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の
回転運動を作動可能に変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トラン
スデューサ、
　中にオーディオ・トランスデューサを収容するように構成されたバッフル又はエンクロ
ージャを備える、トランスデューサ・ハウジング、並びに
　オーディオ・トランスデューサをバッフル又はエンクロージャにフレキシブルにマウン
トし、振動板とトランスデューサ・ハウジングとの間の振動の機械的伝達を少なくとも部
分的に軽減する、デカップリング・マウンティング・システム
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　を備えるオーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６２９】
　別の態様では、本発明は、
　回転可能にマウントされた振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の
回転運動を作動可能に変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トラン
スデューサ、
　使用者によって装着されて、オーディオ・トランスデューサを、使用時に使用者の片方
又は両方の耳のすぐ近くに配置するように構成されたヘッドバンド、並びに
　ヘッドバンドとオーディオ・トランスデューサの間に配置されて、オーディオ・トラン
スデューサとヘッドバンドの間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する、少な
くとも１つのデカップリング・マウンティング・システムであって、それぞれのマウンテ
ィング・システムが、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の構成要素にフレキ
シブルにマウントする、少なくとも１つのデカップリング・マウンティング・システム
　を備えるオーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６３０】
　好ましくは、デカップリング・マウンティング・システムは、ゴム、シリコン、粘弾性
ウレタンポリマーなどの弾性材料から構成される。
【０６３１】
　一構成では、デカップリング・マウンティング・システムは、強磁性流体を備えて、第
１の構成要素と第２の構成要素の間に支持を与える。
【０６３２】
　一構成では、デカップリング・マウンティング・システムは、磁気反発を使用して、第
１の構成要素と第２の構成要素の間に支持を与える。
【０６３３】
　一構成では、デカップリング・マウンティング・システムは、流体又はゲルを備えて、
第１の構成要素と第２の構成要素との間に支持を与える。
【０６３４】
　一構成では、この流体又はゲルは、フレキシブル材料から構成されるカプセルの中に容
れられる。
【０６３５】
　別法として、又は追加的に、これらのマウンティング・システムのうちの少なくとも１
つは、金属ばね又は他の金属製の弾性部材を備える。
【０６３６】
　別法として、又は追加的に、これらのマウンティング・システムのうちの少なくとも１
つは、柔らかいプラスチック材料から形成された部材を備える。
【０６３７】
　別の態様では、本発明は、
　回転可能にマウントされた振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の
回転運動を作動可能に変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トラン
スデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他
の部分との間に配置されて、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分
との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の
構成要素を第２の構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・マウンティ
ング・システムを備え、振動板が、本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％である最大厚
さを有する振動板本体を備える、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６３８】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
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変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを組み込む第１の部分とオーディオ・デバイスの少なく
とも１つの他の部分との間で、第１の部分と少なくとも１つの他の部分との間の振動の機
械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の
構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・マウンティング・システムを
備え、オーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には第１の部分の内
部と物理的に連結しない外周縁部を有する振動板本体を備える、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６３９】
　好ましくは、この第１の部分は、中に関連付けられたオーディオ・トランスデューサを
収容するためのバッフル又はエンクロージャを備えるハウジングを備える。
【０６４０】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、
　中にオーディオ・トランスデューサを収容するためのバッフル又はエンクロージャを備
えるトランスデューサ・ハウジング、並びに
　オーディオ・トランスデューサを関連付けられたトランスデューサ・ハウジングにフレ
キシブルにマウントして、オーディオ・トランスデューサとトランスデューサ・ハウジン
グとの間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する、デカップリング・マウンテ
ィング・システムを備え、オーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的
にはトランスデューサ・ハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を有する振動板本
体を備える、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６４１】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを組み込む第１の部分とオーディオ・デバイスの少なく
とも１つの他の部分との間で、第１の部分と少なくとも１つの他の部分との間の振動の機
械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の
構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・マウンティング・システムを
備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には第１の部分の内部と
連結しない外周部を有する振動板本体を備え、
　振動板本体が、本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％である最大厚さを有する、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６４２】
　好ましくは、オーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分は、少なくとも第１の
部分と同じ質量よりも大きい、より好ましくは第１の部分の質量の少なくとも６０％、又
は４０％、又は最も好ましくは少なくとも２０％より大きい質量を有する。
【０６４３】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを組み込む第１の部分とオーディオ・デバイスの少なく
とも１つの他の部分との間で、第１の部分と少なくとも１つの他の部分との間の振動の機
械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の
構成要素にフレキシブルにマウントする、デカップリング・マウンティング・システムを
備え、振動板が、本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％である最大厚さを有する振動板
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本体を備える、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６４４】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、
　中にオーディオ・トランスデューサを収容するためのバッフル又はエンクロージャを備
えるトランスデューサ・ハウジング、並びに
　オーディオ・トランスデューサをトランスデューサ・ハウジングにフレキシブルにマウ
ントして、オーディオ・トランスデューサとトランスデューサ・ハウジングとの間の振動
の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する、デカップリング・マウンティング・システ
ムを備え、振動板が、本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％である最大厚さを有する振
動板本体を備える、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６４５】
　上記の態様１７～２８のうちの任意の１つのいくつかの実施例では、オーディオ・デバ
イスは、その態様のもとで定められる２つ以上のオーディオ・トランスデューサ及び／又
は２つ以上のデカップリング・マウンティング・システムを備えてもよい。
【０６４６】
　いくつかの実施例では、デカップリング・マウンティング・システムを有するオーディ
オ・デバイスを備える上の態様のうちの任意の１つにおいて、好ましくは、振動板は、第
１の部分の内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領域を備える。好ましくは、こ
の外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺
部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは少なくとも３０％を構成する
。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せず、その結果、この１つ又は
複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０％、またより好ましくは、少
なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、おおよそ完全に物理的連結
がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長のおおよそ全
体を構成する。
【０６４７】
　一構成では、エンクロージャ内部と連結しない、振動板本体周辺部の１つ又は複数の周
辺領域とエンクロージャ内部との間に、小さい空気間隙が存在する。
【０６４８】
　好ましくは、空気間隙のサイズは、振動板本体の長さの１／２０未満である。
【０６４９】
　好ましくは、空気間隙のサイズは、１ｍｍ未満である。
【０６５０】
　別の構成では、振動板は、強磁性流体によって支持される。
【０６５１】
　好ましくは、振動板本体の冠状面に対して実質的に平行な方向の並進運動に逆らう、振
動板に与えられる支持の相当な割合は、強磁性流体によって提供される。
【０６５２】
　好ましくは、振動板は、本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接
続されて、動作中に本体のこの面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直
応力補強材を備える。
【０６５３】
　別の態様では、本発明は概して、デカップリング・マウンティング・システムを含む上
の態様のうちの任意の１つに従うオーディオ・デバイスであって、振動板が、
　　１つ又は複数の主面を有する振動板本体、
　　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本
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体のこの面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材、並びに
　　本体に埋め込まれ、前記主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、
動作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なく
とも１つの内部補強部材を備える、
　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６５４】
　好ましくは、上の２つの態様のうちのいずれか１つにおいて、振動板本体と関連付けら
れた質量分布又は垂直応力補強材と関連付けられた質量分布又はその両方は、振動板が、
振動板の１つ又は複数の比較的質量の大きい領域の質量と比べて、振動板の１つ又は複数
の質量の小さい領域では比較的小さい質量を有するものである。
【０６５５】
　好ましくは、振動板本体は、振動板の質量中心位置から遠位な１つ又は複数の領域で比
較的小さい質量を有する。好ましくは、振動板の厚さは、質量中心から遠位な周辺部に向
かって減少する。
【０６５６】
　別法として、又は追加的に、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、組み
立てられた振動板の質量中心位置から遠位な、関連付けられた主面の１つ又は複数の周辺
縁部領域にあるものである。
【０６５７】
　上のオーディオ・デバイスの態様のうちの任意の１つのいくつかの実施例では、少なく
とも１つのオーディオ・トランスデューサは、直線動作トランスデューサである。好まし
くは、振動板は、実質的に湾曲した振動板本体を備える。好ましくは、振動板本体は、実
質的にドーム状の本体である。好ましくは、この本体は、十分な厚さ及び／又は奥行きを
有し、その結果、この本体は、動作中、実質的に剛性である。たとえば、この本体は比較
的薄くてもよいが、このドーム状の本体の全体の奥行きは、本体の最大長さ寸法より少な
くとも１５％大きくてもよい。好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、振動板本
体の外周部に強固に接続され、そこから長手方向に延びる振動板基部フレームをさらに備
える。好ましくは、励起機構は、基部フレームに接続される１つ又は複数の力伝達構成要
素を備える。好ましくは、１つ又は複数の力伝達構成要素は、振動板基部フレームの周り
で巻かれる１つ又は複数のコイル巻線を備える。好ましくは、強磁性流体のリングは、そ
れぞれの間隙の内周部の周りに延びて、振動板を吊り下げる。好ましくは、振動板基部フ
レーム及び振動板は、関連付けられた周辺部のおおよそ全体の周りで、物理的に連結しな
い。
【０６５８】
　別の態様では、本発明は、上の態様のオーディオ・トランスデューサのうちの任意の１
つ又は複数を組み込み、独立したオーディオ信号を再生できる２つ以上の異なるオーディ
オ・チャネルを提供する、２つ以上の電気音響スピーカを備えるオーディオ・デバイスで
構成され得る。好ましくは、オーディオ・デバイスは、使用者の耳の約１０ｃｍ以内での
オーディオ用になされた個人用オーディオ・デバイスである。
【０６５９】
　別の態様では、本発明は、前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか
１つの、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する機能、構成及び実
施例の任意の組合せを組み込む、個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６６０】
　別の態様では、本発明は、それぞれの耳又はその近位で使用者によって装着されるよう
に構成された１対のインタフェース・デバイスを備える個人用オーディオ・デバイスであ
って、それぞれのインタフェース・デバイスが、前のオーディオ・トランスデューサの態
様のうちいずれか１つの、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する
機能、構成及び実施例の任意の組合せを備える、個人用オーディオ・デバイスで構成され
るといえる。
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【０６６１】
　別の態様では本発明は、それぞれの耳又はその周りで装着されるように構成された１対
のヘッドホン・インタフェース・デバイスを備えるヘッドホン装置であって、それぞれの
インタフェース・デバイスが、前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちいずれか
１つの、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する機能、構成及び実
施例の任意の組合せを備える、ヘッドホン装置で構成されるといえる。
【０６６２】
　別の態様では、本発明は、使用者の耳の外耳道又は甲介内に装着されるように構成され
た１対のイヤホン・インタフェースを備えるイヤホン装置であって、それぞれのイヤホン
・インタフェースが、前のオーディオ・トランスデューサの態様のうちのいずれか１つの
、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサとその関連する機能、構成及び実施例の
任意の組合せを備える、イヤホン装置で構成されるといえる。
【０６６３】
　別の態様では、本発明は、オーディオ・トランスデューサが、音響電気トランスデュー
サである、上の態様のうちの任意の１つのオーディオ・トランスデューサ、並びに関連す
る機能、構成及び実施例で構成されるといえる。
【０６６４】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構とを有する少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、
　中に少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ
、並びに
　エンクロージャを周囲の支持構造にフレキシブルにマウントして、少なくとも１つのオ
ーディオ・トランスデューサと支持構造の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽
減する、デカップリング・マウンティング・システムを備え、少なくとも１つのオーディ
オ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的にはトランスデューサ・ハウジング
の内部と物理的に連結しない外周部を有する振動板本体を備える、オーディオ・デバイス
で構成されるといえる。
【０６６５】
　好ましくは、このデバイスは、コンピュータ・スピーカなどである。これは、たとえば
、高さ約０．８ｍ未満、幅約０．４ｍ未満、及び／又は奥行き約０．３ｍ未満である寸法
サイズを有してもよい。
【０６６６】
　別の構成では、振動板は、強磁性流体によって支持される。
【０６６７】
　好ましくは、振動板本体の冠状面に対して実質的に平行な方向の並進運動に逆らう、振
動板に与えられる支持の相当な割合は、強磁性流体によって提供される。
【０６６８】
　別の態様では、本発明は、
　可動性の振動板と、電子オーディオ信号及び音圧に対応する振動板の運動を作動可能に
変換するように構成された変換機構とを有する少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　中に少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ
を備え、エンクロージャが、このエンクロージャを周囲の支持構造にフレキシブルにマウ
ントして、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサと支持構造との間の振動の機
械的伝達を少なくとも部分的に軽減するデカップリング・マウンティング・システムと共
に使用されるように構成され、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサの振動板
が、少なくとも部分的にはトランスデューサ・ハウジングの内部と物理的に連結しない外
周部を有する振動板本体を備える、
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　オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６６９】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には関連
付けられたハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備える、
　個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０６７０】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せ
ず、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０
％、またより好ましくは少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、
おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の
長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。
【０６７１】
　好ましくは、通常動作中にかなりの距離を動く振動板の外周部のすべての領域は、ハウ
ジングの内部とおおよそ完全に物理的連結がない。
【０６７２】
　いくつかの実施例では、ハウジングの内部と物理的に連結しない振動板の１つ又は複数
の周辺領域は、流体によって支持される。好ましくは、この流体は、強磁性流体である。
好ましくは、この強磁性流体は、強磁性流体によって支持されるこの１つ又は複数の周辺
領域を封止し、又はそれと直接的に接触し、その結果、この強磁性流体が、実質的にそれ
らの間の空気の流れを防止する。
【０６７３】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、これらのオーディオ・トランスデューサのうち
の少なくとも１つの振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分との間に
配置されて、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分の間の振動の機
械的伝達を少なくとも部分的に軽減する少なくとも１つのデカップリング・マウンティン
グ・システムであって、それぞれのデカップリング・マウンティング・システムが、オー
ディオ・デバイスの第１の構成要素を第２の構成要素にフレキシブルにマウントする、少
なくとも１つのデカップリング・マウンティング・システムを備える。
【０６７４】
　いくつかの実施例では、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板は、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、
　本体に埋め込まれ、前記主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、動
作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくと
も１つの内部補強部材とを備える。
【０６７５】
　好ましくは、振動板は、励起機構の力伝達構成要素に強固に取り付けられる。好ましく
は、力伝達構成要素は、使用時に実質的に剛性のままである。
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【０６７６】
　好ましくは、力伝達構成要素は、オーディオ信号を表す電流を受ける導電性の構成要素
を備える。好ましくは、導電性の構成要素は、レンツの法則によって機能する。好ましく
は、導電性の構成要素は、コイルである。好ましくは、励起機構は、磁界を発生させる磁
気要素又は磁気構造をさらに備え、導電性の構成要素は、その場の磁界内に配置される。
好ましくは、磁気構造又は要素は、永久磁石を備える。
【０６７７】
　好ましくは、ハウジングは、使用時に振動板の運動によって発生する音を使用者の外耳
道に伝えるための１つ又は複数の開口を備える。
【０６７８】
　いくつかの実施例では、これらのオーディオ・トランスデューサのうちの少なくとも１
つは、直線動作トランスデューサである。好ましくは、振動板は、実質的に湾曲した振動
板本体を備える。好ましくは、振動板本体は、実質的にドーム状の本体である。好ましく
は、この本体は、十分な厚さ及び／又は奥行きを有し、その結果、この本体は、動作中、
実質的に剛性である。たとえば、この本体は比較的薄くてもよいが、このドーム状の本体
の全体の奥行きは、本体の最大長さ寸法より少なくとも１５％大きくてもよい。好ましく
は、オーディオ・トランスデューサは、振動板本体の外周部に強固に接続され、そこから
長手方向に延びる振動板基部フレームをさらに備える。好ましくは、励起機構は、基部フ
レームに接続される１つ又は複数の力伝達構成要素を備える。好ましくは、１つ又は複数
の力伝達構成要素は、振動板基部フレームの周りで巻かれる１つ又は複数のコイル巻線を
備える。好ましくは、複数の構成要素が、振動板基部フレームの長さに沿って分布する。
好ましくは、励起機構は、動作中、これらの１つ又は複数のコイル巻線が位置する領域内
に磁界を発生させる磁気構造又は磁気組立体をさらに備える。好ましくは、磁気構造は、
対向するポールピースを備え、ポールピース同士の間に形成される１つ又は複数の間隙に
磁界を発生させる。好ましくは、振動板基部フレームは、これらの１つ又は複数の間隙内
で延びる。好ましくは、振動板のニュートラル位置では、１つ又は複数のコイルは、これ
らの１つ又は複数の間隙と合わせられる。好ましくは、オーディオ・トランスデューサは
、１対のコイル及び関連付けられた１対の磁界間隙を備える。好ましくは、振動板組立体
は、動作中、磁気構造に対して往復直線運動をする。好ましくは、強磁性流体のリングは
、それぞれの間隙の内周部の周りに延びて、振動板を吊り下げる。好ましくは、振動板基
部フレーム及び振動板は、関連付けられた周辺部のおおよそ全体の周りで、物理的に連結
しない。
【０６７９】
　いくつかの形態では、オーディオ・デバイスは、オーディオ・トランスデューサを関連
付けられたハウジングの中にマウントするための、少なくとも１つのデカップリング・マ
ウンティング・システムをさらに備える。好ましくは、デカップリング・マウンティング
・システムは、オーディオ・トランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なく
とも１つの他の部分の間に配置されて、振動板組立体とオーディオ・デバイスの少なくと
も１つの他の部分の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デ
バイスの第１の構成要素を第２の構成要素に、直接的又は間接的にフレキシブルにマウン
トする。いくつかの形態では、デカップリング・システムは、複数のフレキシブル・マウ
ンティング・ブロックを備える。好ましくは、マウンティング・ブロックは、第１の構成
要素の外周面の周りに分布し、一方の側では第１の構成要素の外周面に、反対側では第２
の構成要素の内周面に強固に連結する。
【０６８０】
　いくつかの実施例では、振動板の外周部の、ハウジングの内部と物理的に連結しない１
つ又は複数の領域は、空気間隙によってハウジングの内部から隔てられる。好ましくは、
比較的小さい空気間隙が、ハウジングの内部と振動板の１つ又は複数の周辺領域とを隔て
る。好ましくは、それぞれの周辺領域とハウジングとの間の距離によって定められる空気
間隙の幅は、振動板の長さの１／１０未満、より好ましくは１／２０未満である。好まし
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くは、振動板の１つ又は複数の周辺領域とハウジングとの間の距離によって定められる空
気間隙の幅は、１．５ｍｍ未満、またより好ましくは１ｍｍ未満、またさらに好ましくは
０．５ｍｍ未満である。
【０６８１】
　いくつかの実施例では、振動板本体と関連付けられた質量分布又は垂直応力補強材と関
連付けられた質量分布又はその両方は、振動板が、振動板の１つ又は複数の比較的質量の
大きい領域の質量と比べて、振動板の１つ又は複数の質量の小さい領域では比較的小さい
質量を有するものである。
【０６８２】
　好ましくは、１つ又は複数の質量の小さい領域は、振動板の質量中心位置から遠位であ
る周辺領域にあり、１つ又は複数の質量の大きい領域は、質量中心位置又はその近位にあ
る。
【０６８３】
　好ましくは、質量の小さい領域は、振動板の一方の端部にあり、質量の大きい領域は、
対向する端部にある。好ましくは、質量の小さい領域は、振動板の外周部全体に実質的に
分布し、質量の大きい領域は、振動板の中央領域にある。
【０６８４】
　好ましくは、垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が、１つ又は複数の質量
の小さい領域に配置されるものである。
【０６８５】
　別法として、又は追加的に、振動板本体の質量分布は、振動板本体が、１つ又は複数の
質量の小さい領域で比較的小さい質量を有するものである。好ましくは、振動板本体の厚
さは、好ましくは質量中心位置から、１つ又は複数の質量の小さい領域に向かって先細り
になることによって減少する。
【０６８６】
　いくつかの実施例では、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサは、回転動作
オーディオ・トランスデューサである。好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、
トランスデューサ基部構造と、振動板をトランスデューサ基部構造に対して回転可能に接
続するためのヒンジ・システムとを備える。好ましくは、振動板は、実質的に剛性の構造
を有する。好ましくは、振動板は、１つ又は複数の主面に接続される、外部垂直応力補強
材を有する振動板本体を備える。好ましくは、振動板は、振動板本体に埋め込まれる、内
部応力補強材を備える。好ましくは、振動板は、実質的に厚い振動板本体を有する。好ま
しくは、振動板本体は、本体の長さに沿って実質的に先細りにされる厚さを有する。好ま
しくは、振動板本体の厚い基部端部は、オーディオ・トランスデューサの振動板基部フレ
ームに強固に接続される。好ましくは、励起機構は、振動板基部フレームに強固に接続さ
れる力伝達構成要素を備える。好ましくは、力伝達構成要素は、１つ又は複数のコイルを
備える。好ましくは、トランスデューサ基部構造は、動作中、力伝達構成要素がたどるチ
ャネル内に磁界を発生させるように構成された磁気構造を備える。好ましくは、このチャ
ネルは、磁気構造の外側ポールピースと内側ポールピースの間に形成される。好ましくは
、このチャネルは、実質的に湾曲し、コイルが強固に取り付けられるトランスデューサ基
部構造プレートも同様に湾曲する。
【０６８７】
　一形態では、ヒンジ・システムは、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体
を備え、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材は、接触
面を有し、動作中に、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定
した物理的接触を保ちながら関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能に
するように構成され、ヒンジ組立体は、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢する。好まし
くは、ヒンジ・システムは、それぞれのヒンジ要素を関連付けられた接触面に向かって付
勢するための付勢機構を備える。
【０６８８】
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　一構成では、付勢機構は、それぞれのヒンジ要素に対して効果的に圧縮されたばねなど
の弾性部材を備える。別の代替の構成では、付勢機構は、磁界発生構造及び強磁性ヒンジ
要素を備える磁気機構を備える。
【０６８９】
　一構成では、それぞれの接触面は、少なくとも断面において実質的に凹形に湾曲し、関
連付けられたそれぞれのヒンジ要素は、少なくとも断面において、実質的に凸形に湾曲し
た接触面を有する。好ましくは、凹形に湾曲した接触面は、凸形に湾曲した接触面より大
きい曲率半径を有する。別の構成では、それぞれの接触面は、実質的に平面であり、関連
付けられたヒンジ要素は、少なくとも断面において凸形に湾曲した接触面を有する。
【０６９０】
　好ましくは、ヒンジ・システムは、振動板の左右に位置するように構成された１対のヒ
ンジ接続部を備える。好ましくは、ヒンジ要素は、振動板に強固に接続され、接触部材は
、トランスデューサ基部構造に強固に接続され、且つそこから延びる。
【０６９１】
　さらに別の形態では、ヒンジ・システムは、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、そ
れぞれのヒンジ接続部は、振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が
、動作中、回転軸を中心にトランスデューサ基部構造に対して相対的に回転することを可
能にし、ヒンジ接続部は、一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では振動板
に強固に連結され、且つ互いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え
、それぞれのヒンジ要素は、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けら
れ、動作中、この要素に沿った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形
に抵抗する、実質的な並進剛性、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を
可能にする、実質的な可撓性を備える。いくつかの構成では、それぞれのヒンジ接続部の
それぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は、曲げに対して実質的にフレキシブルである。好
ましくは、それぞれのヒンジ要素は、ねじれに対して実質的に剛性である。代替の構成で
は、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は、ねじれに対して
実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は、曲
げに対して実質的に剛性である。
【０６９２】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、オーディオ・トランスデューサを関連付けられ
たハウジングの中にマウントするための、少なくとも１つのデカップリング・マウンティ
ング・システムをさらに備える。好ましくは、デカップリング・マウンティング・システ
ムは、オーディオ・トランスデューサの振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つ
の他の部分の間に配置されて、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部
分の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減し、オーディオ・デバイスの第１の
構成要素を第２の構成要素に、直接的又は間接的にフレキシブルにマウントする。好まし
くは、デカップリング・マウンティング・システムは、少なくとも１つの並進軸に沿った
、またより好ましくは少なくとも２つの実質的に直交する並進軸に沿った、またいっそう
好ましくは３つの実質的に直交する並進軸に沿った、振動板とオーディオ・デバイスの少
なくとも１つの他の部分の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。好まし
くは、デカップリング・マウンティング・システムは、少なくとも１つの回転軸を中心に
した、またより好ましくは少なくとも２つの実質的に直交する回転軸を中心にした、また
いっそう好ましくは３つの実質的に直交する回転軸を中心にした、振動板とオーディオの
少なくとも１つの他の部分の間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。好ま
しくは、デカップリング・マウンティング・システムは、トランスデューサ基部構造とハ
ウジングの内部との間を接続する。好ましくは、デカップリング・システムは、トランス
デューサ基部構造と関連付けられたノード軸位置又はその近位に位置するように構成され
た、少なくとも１つのノード軸マウントを備える。好ましくは、デカップリング・システ
ムは、トランスデューサ基部構造と関連付けられたノード軸位置から遠位に位置するよう
に構成された、少なくとも１つの遠位マウントを備える。好ましくは、少なくとも１つの
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ノード軸マウントは、少なくとも１つの遠位マウントより比較的追従的でなく、且つ／又
は比較的フレキシブルでない。
【０６９３】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは、少なくとも１つのインタフェース・
デバイスを備え、それぞれのインタフェース・デバイスは、少なくとも１つのハウジング
のうちの一ハウジングを備え、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサのうちの少
なくとも１つを中に組み込む。好ましくは、それぞれのインタフェース・デバイスは、使
用者の頭部に係合して、関連付けられたオーディオ・トランスデューサを、使用者の耳に
対して配置するように構成される。好ましくは、インタフェースは、関連付けられたオー
ディオ・トランスデューサを、使用者の外耳道又はその近位に配置するように構成される
。
【０６９４】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、使用者のそれぞれの耳用の１対のインタフェー
ス・デバイスを備える。
【０６９５】
　一形態では、それぞれのインタフェース・デバイスは、ヘッドホン・カップである。好
ましくは、それぞれのヘッドホン・カップは、使用者の耳又はその周囲に位置するように
構成されたインタフェース・パッドを備える。好ましくは、このパッドは、使用時に使用
者の耳の周囲に実質的なシールを生み出すための封止要素を備える。好ましくは、オーデ
ィオ・デバイスは、ヘッドホン・カップ同士の間に延び、使用時に使用者の頭部の頭頂部
の周囲に位置するように構成されたヘッドバンドをさらに備える。
【０６９６】
　別の形態では、それぞれのインタフェース・デバイスは、イヤホン・インタフェースで
ある。好ましくは、それぞれのイヤホン・インタフェースは、使用時に使用者の外耳道、
その近傍、又はその内部に位置するように構成されたインタフェース・プラグを備える。
好ましくは、インタフェース・プラグは、使用者の外耳道、その近傍、又はその内部に実
質的なシールを生み出すための封止要素を備える。
【０６９７】
　一形態では、イヤホン・インタフェースは、可聴に振動板に接続され、使用者の外耳道
その場のすぐ近傍に位置するように構成された、実質的に長手方向のインタフェース・チ
ャネルを備える。好ましくは、このインタフェース・チャネルは、チャネルのスロートに
、発泡体、又は他の多孔性若しくは通気性の要素などの消音用挿入物を備える。
【０６９８】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、１６０Ｈｚから６ｋＨｚまでの周波数帯、また
より好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、またより好ましくは１００Ｈｚ
から１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０Ｈｚから１２ｋＨｚまでの周
波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの周波数帯を含むＦＲＯを有す
る、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサを備える。
【０６９９】
　好ましくは、それぞれのインタフェース・デバイスは、１６０Ｈｚから６ｋＨｚまでの
周波数帯、またより好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、またより好まし
くは１００Ｈｚから１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０Ｈｚから１２
ｋＨｚまでの周波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの周波数帯を含
むＦＲＯを集合的に有する、３つ以下のオーディオ・トランスデューサを備える。
【０７００】
　好ましくは、それぞれのインタフェース・デバイスは、１６０Ｈｚから６ｋＨｚまでの
周波数帯、またより好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、またより好まし
くは１００Ｈｚから１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０Ｈｚから１２
ｋＨｚまでの周波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの周波数帯を含
むＦＲＯを集合的に有する、２つ以下のオーディオ・トランスデューサを備える。
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【０７０１】
　好ましくは、それぞれのインタフェース・デバイスは、１６０Ｈｚから６ｋＨｚまでの
周波数帯、またより好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、またより好まし
くは１００Ｈｚから１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０Ｈｚから１２
ｋＨｚまでの周波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの周波数帯を含
むＦＲＯを有する、単一のオーディオ・トランスデューサを備える。
【０７０２】
　好ましくは、それぞれのインタフェース・デバイスは、使用時に使用者の耳の近傍に位
置するように構成されたこのインタフェースの一方の側にある内部空気空洞とこのデバイ
スその場の外部の空気との間に十分なシールを生み出すように構成される。
【０７０３】
　好ましくは、それぞれのインタフェース・デバイスに関連付けられたハウジングは、第
１の空洞からこのデバイスの第１の空洞の反対側に配置される第２の空洞まで、又は第１
の空洞からこのデバイスの外部の空気まで、又はその両方の、少なくとも１つの流体通路
を備える。
【０７０４】
　好ましくは、それぞれの流体通路は、その場で且つ動作中、そこを流れる気体の流れを
実質的に制限するための、実質的に制限的な流体通路を提供する。流体通路は、両側の空
気との結合部で、小さくされた直径又は幅を有してもよく、且つ／又は流体流れ制限要素
を備えてもよい。この流体流れ制限要素は、この通路又はこの通路内に配置された、多孔
性若しくは通気性のカバー又は挿入物でもよい。
【０７０５】
　いくつかの実施例では、インタフェース・デバイスは、使用時に使用者の耳の近傍に位
置するように構成された、振動板の一方の側にある第１の前方空洞と、振動板の反対側に
ある第２の後方空洞との間に延びる第１の流体通路を備える。好ましくは、第１の流体通
路は、第１の空洞及び第２の空洞の断面積に比べて実質的に小さくされた入口区域の流体
通路を備える。いくつかの形態では、第１の流体通路は、ちょうど振動板の周辺部の周り
に配置される。他の形態では、第１の空洞は、トランスデューサ基部構造又はハウジング
の内壁部を通って配置される。
【０７０６】
　いくつかの実施例では、インタフェース・デバイスは、第１の前方空洞から外部の空気
までの第１の流体通路又は第２の流体通路を備える。いくつかの形態では、この流体通路
は、近傍の空気の断面積に比べて実質的に小さくされた入口区域を備える。いくつかの他
の形態では、これらの流体通路は、第１の前方空洞の断面積に対して実質的に大きい入口
区域を備え、またそこを流れる気体の流れを実質的に制限する流れ制限要素を組み込む。
【０７０７】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは携帯電話である。
【０７０８】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは補聴器である。
【０７０９】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスはマイクロホンである。
【０７１０】
　別の態様では、本発明は、使用時に使用者の耳のそれぞれの周りに位置するように構成
された１対のヘッドホン・インタフェース・デバイスを備えるヘッドホン装置であって、
それぞれのインタフェース・デバイスが、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
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グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には関連
付けられたハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備える、
　ヘッドホン装置で構成されるといえる。
【０７１１】
　別の態様では、本発明は、それぞれが使用時に使用者の外耳道の中又は近傍に位置する
ように構成された、１対のイヤホン・インタフェース・デバイスを備えるイヤホン装置で
あって、それぞれのインタフェース・デバイスが、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には関連
付けられたハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備える、
　イヤホン装置で構成されるといえる。
【０７１２】
　別の態様では、本発明は、オーディオ・デバイスを含む携帯電話であって、このオーデ
ィオ・デバイスが、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には関連
付けられたハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備える、
　携帯電話で構成されるといえる。
【０７１３】
　別の態様では、本発明は、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備える補聴器であって、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には関連
付けられたハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備える、
　補聴器で構成されるといえる。
【０７１４】
　別の態様では、本発明は、
　振動板と音によって生じる振動板の運動を電気オーディオ信号に変換するように構成さ
れた変換機構とを有する少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備えるマイクロホンであって、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的には関連
付けられたハウジングの内部と物理的に連結しない外周部を備える、
　マイクロホンであるものである。
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【０７１５】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、関連付けられたハウジング
の内部と実質的に完全に物理的に連結していない、
　個人用オーディオ・デバイスで構成される。
【０７１６】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　少なくとも１つのハウジングと関連付けられた少なくとも１つのオーディオ・トランス
デューサが、振動板の外周部をハウジングに連結するサスペンションを備え、
　サスペンションが、ごく部分的に、振動板を周辺部の周長の周りで連結する、
　個人用オーディオ・デバイスで構成される。
【０７１７】
　好ましくは、このサスペンションは、周辺部の周長の８０％未満の長さに沿って振動板
を連結する。より好ましくは、このサスペンションは、周辺部の周長の５０％未満の長さ
に沿って振動板を連結する。最も好ましくは、このサスペンションは、周辺部の周長の２
０％未満の長さに沿って振動板を連結する。
【０７１８】
　サスペンションは、たとえば固体のサラウンドや封止要素でもよい。
【０７１９】
　別の態様では、本発明は、使用者の耳その場の甲介の中に配置されるように構成された
少なくとも１つのイヤホン・インタフェース・デバイスを備えるイヤホン装置であって、
それぞれのイヤホン・インタフェース・デバイスが、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して振動板に作用して振動板を動かし、音を発生さ
せるように構成された励起機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
使用時に使用者の耳の甲介内に保持されるように構成されたハウジングを備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、ハウジングの内部と物理的に連結しない、
振動板の外周部の１つ又は複数の周辺領域を備え、
　比較的小さい空気間隙が、ハウジングの内部と振動板のこの１つ又は複数の周辺領域を
隔てる、
　イヤホン装置で構成されるともいえる。
【０７２０】
　好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ又は複数の
周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは少なくとも
３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せず、その結
果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０％、またよ
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り好ましくは少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、おおよそ完
全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周
長のおおよそ全体を構成する。
【０７２１】
　好ましくは、それぞれの周辺領域とハウジングの間の距離によって定められる空気間隙
の幅は、振動板の長さの１／１０未満、より好ましくは１／２０未満である。
【０７２２】
　好ましくは、振動板の１つ又は複数の周辺領域とハウジングの間の距離によって定めら
れる空気間隙の幅は、１．５ｍｍ未満、またより好ましくは１ｍｍ未満、またさらに好ま
しくは０．５ｍｍ未満である。
【０７２３】
　好ましくは、ハウジングは、使用時に振動板の運動によって発生する音を使用者の外耳
道に伝えるための１つ又は複数の開口を備える。
【０７２４】
　好ましくは、１つ又は複数の開口は、このデバイスがその場にあるとき、使用者の甲介
の内側に配置されるように構成される。別法として、１つ又は複数の開口は、このデバイ
スがその場にあるとき、使用者の外耳道の内側に配置されるように構成される。
【０７２５】
　いくつかの実施例では、ハウジングは、外耳道の中に入っている空気及び前記外耳道そ
の場の外側の空気を実質的に封止しない。好ましくは、ハウジングは、使用者の外耳道そ
の場の周辺部の周りに実質的に連続的なシールを提供しない。好ましくは、ハウジングは
、使用者の外耳道その場の周辺部に対して実質的に連続的な圧力を付与しない。
【０７２６】
　好ましくは、ハウジングは、７０ヘルツの周囲の音の１デシベル（ｄＢ）未満、又は２
ｄＢ未満、又は３ｄＢ未満、又は６ｄＢ未満のパッシブ減衰を生じさせる程度まで、使用
者の外耳道その場への開口を塞ぐ。
【０７２７】
　別法として、又は追加的に、ハウジングは、１２０ヘルツの周囲の音の１デシベル（ｄ
Ｂ）未満、又は２ｄＢ未満、又は３ｄＢ未満、又は６ｄＢ未満のパッシブ減衰を生じさせ
る程度まで、使用者の外耳道その場への開口を塞ぐ。
【０７２８】
　別法として、又は追加的に、ハウジングは、４００ヘルツの周囲の音の１デシベル（ｄ
Ｂ）未満、又は２ｄＢ未満、又は３ｄＢ未満、又は６ｄＢ未満のパッシブ減衰を生じさせ
る程度まで使用者の外耳道その場への開口を塞ぐ。
【０７２９】
　一実施例では、それぞれのイヤホン・インタフェース・デバイスは、１６０Ｈｚから６
ｋＨｚまでの周波数帯、またより好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、ま
たより好ましくは１００Ｈｚから１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０
Ｈｚから１２ｋＨｚまでの周波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの
周波数帯を含むＦＲＯを有する、１つのオーディオ・トランスデューサを備える。
【０７３０】
　好ましくは、イヤホン装置は、使用者の耳の中に位置して音を再生するように構成され
る、１対のイヤホン・インタフェース・デバイスを備える。好ましくは、イヤホン・イン
タフェース・デバイスは、少なくとも２つの独立したオーディオ信号を再生するように構
成される。
【０７３１】
　好ましくは、ＦＲＯは、Ｈａｍｍｅｒｓｈｏｉ及びＭｏｌｌｅｒによって２００８年に
提案された「ディフューズ・フィールド」基準に対して２０ｄＢを上回る、またより好ま
しくは１４ｄＢを上回る、またさらに好ましくは１０ｄＢを上回る、また最も好ましくは
６ｄＢを上回る持続的な音圧の降下なしに再生される。
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【０７３２】
　好ましくは、ＦＲＯは、帯域幅の限界で、２００８年にＨａｍｍｅｒｓｈｏｉ及びＭｏ
ｌｌｅｒによって提案された「ディフューズ・フィールド」基準に対して２０ｄＢを上回
る、またより好ましくは１４ｄＢを上回る、またさらに好ましくは１０ｄＢを上回る、ま
た最も好ましくは６ｄＢを上回る音圧の降下なしに再生される。
【０７３３】
　第２の実施例では、それぞれのイヤホン・インタフェース・デバイスは、２つ以下のオ
ーディオ・トランスデューサを備えて、１６０Ｈｚから６ｋＨｚまでの周波数帯、またよ
り好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、またより好ましくは１００Ｈｚか
ら１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０Ｈｚから１２ｋＨｚまでの周波
数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの周波数帯を含むＦＲＯを集合的
に有する。
【０７３４】
　第３の実施例では、それぞれのイヤホン・インタフェース・デバイスは、１６０Ｈｚか
ら６ｋＨｚまでの周波数帯、またより好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯
、またより好ましくは１００Ｈｚから１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは
８０Ｈｚから１２ｋＨｚまでの周波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚま
での周波数帯を含むＦＲＯを集合的に有する、３つ以下のオーディオ・トランスデューサ
を備える。
【０７３５】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、振動板に接続されたヒンジ組立体と、使用時に電子信号に応答して実質的な
回転運動を振動板に付与する励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トラン
スデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備える
ハウジングを備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、動作中に実質的な剛性を保つ、
　個人用オーディオ・デバイスで構成されるともいえる。
【０７３６】
　好ましくは、振動板は、動作中、トランスデューサのＦＲＯにわたり、実質的な剛性を
保つ。
【０７３７】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せ
ず、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０
％、またより好ましくは少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、
おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の
長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。
【０７３８】
　好ましくは、振動板は、振動板本体の最大寸法に対して実質的に厚い振動板本体を備え
る。好ましくは、振動板本体の最大厚さは、振動板本体の最大長さの１１％より大きく、
またさらに好ましくは、この最大長さの１４％より大きい。
【０７３９】
　いくつかの実施例では、１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板は、
　１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、
　本体に接続され、前記主面のうちの少なくとも１つの近傍に接続されて、動作中に本体
の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する、垂直応力補強材と、



(78) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

　本体に埋め込まれ、前記主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、動
作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し、且つ／又はそれを実質的に軽減する、少なくと
も１つの内部補強部材とを備える。
【０７４０】
　一形態では、ヒンジ・システムは、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体
を備え、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材は、接触
面を有し、動作中に、それぞれのヒンジ接続部は、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定
した物理的接触を保ちながら関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能に
するように構成され、ヒンジ組立体は、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢する。好まし
くは、ヒンジ・システムは、それぞれのヒンジ要素を関連付けられた接触面に向かって付
勢するための付勢機構を備える。
【０７４１】
　さらに別の形態では、ヒンジ・システムは、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、そ
れぞれのヒンジ接続部は、振動板をトランスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が
、動作中、回転軸を中心にトランスデューサ基部構造に対して相対的に回転することを可
能にし、ヒンジ接続部は、一方の側ではトランスデューサ基部構造に、反対側では振動板
に強固に連結され、且つ互いに対して傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え
、それぞれのヒンジ要素は、トランスデューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けら
れ、動作中、この要素に沿った、且つその全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形
に抵抗する、実質的な並進剛性、並びにこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を
可能にする、実質的な可撓性を備える。いくつかの構成では、それぞれのヒンジ接続部の
それぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は、曲げに対して実質的にフレキシブルである。好
ましくは、それぞれのヒンジ要素は、ねじれに対して実質的に剛性である。代替の構成で
は、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は、ねじれに対して
実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は、曲
げに対して実質的に剛性である。
【０７４２】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、トランスデューサ基部構造と、振動板をトランスデューサ基部構造に回転可
能に接続するヒンジ組立体と、使用時に電子信号に応答して、実質的な回転運動を振動板
本体に付与する励起機構とを有するオーディオ・トランスデューサを備え、ヒンジ・シス
テムが、少なくとも１つのヒンジ接続部を備え、それぞれのヒンジ接続部が、振動板をト
ランスデューサ基部構造に枢動接続して、振動板が、動作中、回転軸を中心にトランスデ
ューサ基部構造に対して相対的に回転することを可能にし、ヒンジ接続部が、一方の側で
はトランスデューサ基部構造に、反対側では振動板に強固に連結され、且つ互いに対して
傾けられた少なくとも２つの弾性ヒンジ要素を備え、それぞれのヒンジ要素が、トランス
デューサ基部構造と振動板の両方に密に結び付けられ、動作中、この要素に沿った、且つ
その全体にわたる圧縮、引張及び／又はせん断変形に抵抗する、実質的な並進剛性、並び
にこのセクションに対して垂直な力に応じた屈曲を可能にする、実質的な可撓性を備える
、
　個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０７４３】
　いくつかの実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要
素は、曲げに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのヒンジ要素は
、ねじれに対して実質的に剛性である。
【０７４４】
　代替の実施例では、それぞれのヒンジ接続部のそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要素は
、ねじれに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、それぞれのフレキシブル・
ヒンジ要素は、曲げに対して実質的に剛性である。
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【０７４５】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、トランスデューサ基部構造と、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に
回転可能に接続するヒンジ・システムと、使用時に電子信号に応答して、実質的な回転運
動を振動板に付与する励起機構とを有するオーディオ・トランスデューサを備え、ヒンジ
・システムが、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体を備え、それぞれのヒ
ンジ接続部が、ヒンジ要素及び接触部材を備え、接触部材が、接触面を有し、動作中に、
それぞれのヒンジ接続部が、ヒンジ要素が接触面との実質的に安定した物理的接触を保ち
ながら関連付けられた接触部材に対して相対的に動くことを可能にするように構成され、
ヒンジ組立体が、ヒンジ要素を接触面に向かって付勢する、
　個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０７４６】
　別の態様では、本発明は、実質的に使用者の耳その場の甲介の中又は近傍に配置される
ように構成されたイヤホン・インタフェース・デバイスであって、
　振動板本体を備える振動板と、振動板に接続されるヒンジ組立体と、使用時に電子信号
に応答しておおよその回転軸を中心にした実質的な回転運動を振動板本体に付与する励起
機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備える
ハウジングを備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板本体が、動作中、実質的に剛性であり、
　オーディオ・トランスデューサの振動板本体が、少なくとも１つの領域において、回転
軸から振動板本体の最遠位周辺部までの距離の約１５％より大きい厚さを有する、イヤホ
ン・インタフェース・デバイスで構成されるともいえる。より好ましくは、この厚さは、
この総距離の約２０％より大きい。
【０７４７】
　別の態様では、本発明は、使用者の耳その場の甲介の中に配置されるように構成された
イヤホン・インタフェース・デバイスであって、
　振動板と、振動板に接続されたヒンジ組立体と、使用時に電子信号に応答して実質的な
回転運動を振動板に付与する励起機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備える
ハウジングを備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、オーディオ・トランスデューサの動作中、
実質的に剛性であり、
　オーディオ・トランスデューサの励起機構の、関連付けられた振動板に連結される部分
が、強固に連結される、
　イヤホン・インタフェース・デバイスで構成されるともいえる。
【０７４８】
　別の態様では、本発明は、使用者の耳その場の甲介の中に配置されるように構成された
イヤホン・インタフェース・デバイスであって、
　振動板と、振動板に接続されたヒンジ組立体と、使用時に電子信号に応答して実質的な
回転運動を振動板に付与する励起機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを格納するためのエンクロージャ又はバッフルを備える
ハウジングを備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、オーディオ・トランスデューサの動作中、
実質的に剛性であり、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と
物理的に連結しない外周部を備える、
　イヤホン・インタフェース・デバイスで構成されるともいえる。
【０７４９】
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　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板本体を動かし、音を
発生させるように構成された励起機構とを有するオーディオ・トランスデューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備える
ハウジングを備え、
　オーディオ・トランスデューサの振動板が、少なくとも部分的にはハウジングの内部と
物理的に連結しない外周部を備え、
　オーディオ・デバイスが、使用時に使用者の耳の近傍に位置するように構成されたこの
デバイスの一方の側の内部空気空洞とこのデバイスその場の外部の空気との間に十分なシ
ールを生み出し、
　オーディオ・トランスデューサと関連付けられたエンクロージャ又はバッフルが、第１
の空洞からデバイスの第１の空洞の反対側に配置される第２の空洞まで、又は第１の空洞
からデバイスの外部の空気まで、又はその両方の、少なくとも１つの流体通路を備える、
　個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０７５０】
　好ましくは、振動板は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領
域を備える。好ましくは、この外周部は、著しく物理的に連結せず、その結果、この１つ
又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも２０％、またより好ましくは
少なくとも３０％を構成する。より好ましくは、この外周部は、実質的に物理的に連結せ
ず、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の長さ又は周長の少なくとも５０
％、またより好ましくは少なくとも８０％を構成する。最も好ましくは、この外周部は、
おおよそ完全に物理的連結がなく、その結果、この１つ又は複数の周辺領域が、周辺部の
長さ又は周長のおおよそ全体を構成する。
【０７５１】
　好ましくは、それぞれの流体通路は、その場で且つ動作中、そこを流れる気体の流れを
実質的に制限するための、実質的に制限的な流体通路を提供する。流体通路は、両側の空
気との結合部で直径又は幅が小さくされたアパーチャを備えてもよく、且つ／又は流体流
れ制限要素を備えてもよい。この流体流れ制限要素は、この通路又はこの通路内に配置さ
れた、多孔性若しくは通気性のカバー又は挿入物でもよい。
【０７５２】
　いくつかの実施例では、インタフェース・デバイスは、使用時に使用者の耳の近傍に位
置するように構成された、振動板の一方の側にある第１の前方空洞と、振動板の反対側に
ある第２の後方空洞との間に延びる第１の流体通路を備える。好ましくは、第１の流体通
路は、第１の空洞及び第２の空洞の断面積に比べて実質的に小さくされた入口区域のアパ
ーチャを備える。いくつかの形態では、第１の流体通路は、振動板の周辺部のすぐ周りに
配置される。他の形態では、第１の空洞は、トランスデューサ基部構造又はハウジングの
内壁部を通って配置される。
【０７５３】
　いくつかの実施例では、インタフェース・デバイスは、第１の前方空洞から外部の空気
までの第１の流体通路又は第２の流体通路を備える。いくつかの形態では、この流体通路
は、近傍の空気の断面積に比べて実質的に小さくされた入口区域を備える。いくつかの他
の形態では、これらの流体通路は、第１の前方空洞の断面積に対して実質的に大きい入口
区域を備え、そこを流れる気体の流れを実質的に制限する流れ制限要素も組み込む。
【０７５４】
　いくつかの実施例では、インタフェース・デバイスは、後方空洞から外部の空気までの
第１の流体通路又は第２の流体通路を備える。いくつかの形態では、この流体通路は、近
傍の空気の断面積に比べて実質的に小さくされた入口区域を備える。いくつかの他の形態
では、これらの流体通路は、第１の前方空洞の断面積に対して実質的に大きい入口区域を
備え、そこを流れる気体の流れを実質的に制限する流れ制限要素も組み込む。
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【０７５５】
　いくつかの実施例では、１つ又は複数の流体通路は、デバイスの外耳道側の第１の前方
空洞を、中に振動板を組み込まない第２の空洞に流体的に連結できる。
【０７５６】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、デバイスの外耳道側の空気とデバイスその場の
外部の側の空気との間に十分なシールを生み出し、デバイスその場の外耳道側内に封入さ
れる空気は十分に少なく、その結果、外耳道の内側で発生する音圧は、デバイスの動作中
＼オーディオ・デバイスがその場に十分なシールを生み出していないときに発生する音圧
に比べて、平均して少なくとも２ｄＢ、またより好ましくは４ｄＢ、また最も好ましくは
少なくとも６ｄＢ増加する。
【０７５７】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、デバイスの外耳道側の空気とデバイスその場の
外部の側の空気との間に十分なシールを生み出し、デバイスその場の外耳道側内に封入さ
れる空気は十分に少なく、その結果、７０Ｈｚの正弦波の電気的入力が与えられた場合、
外耳道の内側で発生する音圧は、オーディオ・デバイスがその場に十分なシールを生み出
していないとき同じ電気的入力が与えられた場合に発生する音圧に比べて、少なくとも２
ｄＢ、またより好ましくは４ｄＢ、また最も好ましくは少なくとも６ｄＢ増加する。
【０７５８】
　好ましくは、前記空気漏れは、実質的に単一の構成要素内に形成される。より好ましく
は、これらは完全に単一の構成要素内に形成される。［これはメッシュを含むか？（含み
たい。）理由は、対合する面同士の間で、漏れが非常に容易に起こり得るからであるが、
これらでは、製造中、公差を制御することが困難である。］
【０７５９】
　＃２５１好ましくは、少なくとも１つの空気漏れ通路は、小さい穴及び／又は細かいメ
ッシュ及び／又は空気間隙を備える。
【０７６０】
　いくつかの実施例では、前記流体通路のうちの１つは、直径が約０．５ｍｍ未満、また
より好ましくは約０．１ｍｍ未満、また最も好ましくは約０．０３ｍｍ未満である１つ又
は複数のアパーチャを備える。
【０７６１】
　好ましくは、前記流体通路は、十分な気体がそこを通って流れることを可能にし、その
結果、これらの流体通路が、デバイスの動作中、２０Ｈｚ～８０Ｈｚの周波数範囲にわた
り、オーディオ・デバイスが標準的な測定デバイスに据え付けられている時間の少なくと
も５０％で、漏れがわずかであるときに発生する音圧に対して、平均して、集合的に少な
くとも１０％、またより好ましくは少なくとも２５％、またいっそう好ましくは少なくと
も５０％、また最も好ましくは少なくとも７５％の、音圧レベル（ＳＰＬ）減少の要因に
なる（ＳＰＬ（すなわちｄＢ）と周波数領域の両方において、平均値は対数スケール加重
（ｌｏｇ－ｓｃａｌｅ　ｗｅｉｇｈｔｉｎｇ）を使用して計算される）。
【０７６２】
　好ましくは、前記空気漏れ通路は、十分な空気を漏らし、その結果、これらの空気漏れ
通路は、７０Ｈｚの正弦波でのデバイスの動作中、オーディオ・デバイスが標準的な測定
デバイスに据え付けられている時間の少なくとも５０％で、漏れがわずかであるときに発
生する音圧に対して、集合的に少なくとも１０％、またより好ましくは少なくとも２５％
、またいっそう好ましくは少なくとも５０％、また最も好ましくは少なくとも７５％の、
ＳＰＬ減少の要因になる。
【０７６３】
　好ましくは、オーディオ・デバイスが、無作為に選択された聴取者に、同じ聴取者によ
って装着されるとき、平均して、（デバイス周辺部内の）前記空気漏れ通路は、十分な空
気を漏らし、その結果、これらの空気漏れ通路は、デバイスの動作中、２０Ｈｚ～８０Ｈ
ｚの周波数範囲にわたり、動作中に前記空気漏れ通路を通る漏れがわずかであるときに発
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生する音圧に対して、集合的に少なくとも０．５ｄＢ、より好ましくは１ｄＢ、いっそう
好ましくは２ｄＢ、さらに好ましくは４ｄＢ、最も好ましくは６ｄＢの、ＳＰＬ減少の要
因になる（ＳＰＬ（すなわちｄＢ）と周波数領域の両方において、平均値は対数スケール
加重を使用して計算される）。
【０７６４】
　好ましくは、オーディオ・デバイスが、無作為に選択された聴取者に、同じ聴取者によ
って装着されるとき、平均して、（デバイス周辺部内の）前記空気漏れ通路は、十分な空
気を漏らし、その結果、これらの空気漏れ通路は、７０Ｈｚの正弦波でのデバイスの動作
中、動作中に前記空気漏れ通路を通る漏れがわずかであるときに発生する音圧に対して、
集合的に少なくとも０．５ｄＢ、より好ましくは少なくとも１ｄＢ、いっそう好ましくは
少なくとも２ｄＢ、さらに好ましくは少なくとも４ｄＢ、最も好ましくは少なくとも６ｄ
Ｂの、ＳＰＬ減少の要因になる。
【０７６５】
　好ましくは、流体通路は、振動板の主面の最短の距離より長い距離にわたって、より好
ましくは振動板の主面の最短の距離より５０％を超えて長い距離にわたって、最も好まし
くは振動板の主面の最短の距離の２倍より長い距離にわたって分布する。
【０７６６】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、その場の耳を越える、且つ／又はその耳の周り
の、頭部の１つ又は複数の部分に圧力をかけるように構成されたインタフェースを備える
。
【０７６７】
　好ましくは、オーディオ・デバイスは、１６０Ｈｚから６ｋＨｚまでの周波数帯、また
より好ましくは１２０Ｈｚから８ｋＨｚまでの周波数帯、またより好ましくは１００Ｈｚ
から１０ｋＨｚまでの周波数帯、またさらに好ましくは８０Ｈｚから１２ｋＨｚまでの周
波数帯、また最も好ましくは６０Ｈｚから１４ｋＨｚまでの周波数帯を含むＦＲＯを有す
る。
【０７６８】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは、追従的インタフェースを備え、オー
ディオ・デバイスはそこで耳又は頭部の耳の近くの部分と接触する。
【０７６９】
　好ましくは、追従的インタフェースは、通気性があり、オーディオ周波数での空気の運
動に著しく抵抗する効果を有する、複数の小さい開口を備える。
【０７７０】
　好ましくは、追従的インタフェースは、連続気泡発泡体から構成される。
【０７７１】
　好ましくは、小さい開口は、デバイスの外耳道側で、その場の空気が、追従的インタフ
ェースの小さい開口に流体的に連結されるように構成される。
【０７７２】
　好ましくは、追従的インタフェースは、デバイスの外耳道側でその場の空気に流体的に
連結される、１つ又は複数の部分を覆う通気性のある布を備える。
【０７７３】
　好ましくは、追従的インタフェースは、デバイスの外部の側の空気が接触可能な１つ又
は複数の部分を覆う、実質的に通気性のない布を備える。
【０７７４】
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスは、複数のオーディオ・トランスデュー
サを備えてもよい。
【０７７５】
　別の態様では、本発明は、通常、使用時に使用者の頭部から約１０センチメートル以内
に配置される個人用オーディオ用途で使用する個人用オーディオ・デバイスであって、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
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させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、関連付けられたハウジング
の内部と物理的に連結しない外周部の１つ又は複数の周辺領域を備え、
　ハウジングの内部と物理的に連結しない振動板の１つ又は複数の周辺領域が、強磁性流
体によって支持される、
　個人用オーディオ・デバイスで構成されるといえる。
【０７７６】
　好ましくは、強磁性流体は、その場の振動板を著しく支持する。
【０７７７】
　別の態様では、本発明は、使用時に使用者の耳のそれぞれの周りに位置するように構成
された１対のヘッドホン・インタフェース・デバイスを備えるヘッドホン装置であって、
それぞれのインタフェース・デバイスが、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、関連付けられたハウジング
の内部と物理的に連結しない外周部の１つ又は複数の周辺領域を備え、
　ハウジングの内部と物理的に連結しない振動板の１つ又は複数の周辺領域が、強磁性流
体によって支持される、
　ヘッドホン装置で構成されるといえる。
【０７７８】
　別の態様では、本発明は、それぞれが使用時に使用者の外耳道の中又は近傍に位置する
ように構成された、１対のイヤホン・インタフェース・デバイスを備えるイヤホン装置で
あって、それぞれのインタフェース・デバイスが、
　振動板と、使用時に電子信号に応答して、振動板に作用して振動板を動かし、音を発生
させるように構成された励起機構とを有する、少なくとも１つのオーディオ・トランスデ
ューサ、並びに
　オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロージャ又はバッフルを備え、
それぞれのオーディオ・トランスデューサと関連付けられる、少なくとも１つのハウジン
グを備え、
　１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサの振動板が、関連付けられたハウジング
の内部と物理的に連結しない外周部の１つ又は複数の周辺領域を備え、
　ハウジングの内部と物理的に連結しない振動板の１つ又は複数の周辺領域が、強磁性流
体によって支持される、
　イヤホン装置で構成されるといえる。
【０７７９】
　好ましくは、この強磁性流体は、強磁性流体によって支持されるこの１つ又は複数の周
辺領域を封止し、又はそれと直接的に接触し、その結果、この強磁性流体が、実質的にそ
れらの間の空気の流れを防止する。
【０７８０】
　一形態では、イヤホン・インタフェースは、可聴に振動板に接続され、使用者の外耳道
その場のすぐ近傍に位置するように構成された、実質的に長手方向のインタフェース・チ
ャネルを備える。好ましくは、このインタフェース・チャネルは、チャネルのスロートに



(84) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

、発泡体、又は他の多孔性若しくは通気性の要素などの消音用挿入物を備える。
【０７８１】
　上の実施例又は好ましい特徴のうちの任意の１つ又は複数は、上の態様の任意の１つ又
は複数と組み合わせられてもよい。
【０７８２】
　本発明の他の態様、実施例、特徴及び利点は、本発明の原理を一例として示す、詳細な
説明及び添付図面から明らかになろう。
【０７８３】
　定義
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される「オーディオ・トランスデューサ」という語
句は、スピーカなどの電気音響トランスデューサ、又はマイクロホンなどの音響電気トラ
ンスデューサを包含するものである。パッシブ・ラジエータは、厳密にいえばトランスデ
ューサではないが、本明細書では、「オーディオ・トランスデューサ」という用語は、そ
の定義の中にパッシブ・ラジエータも含むことを企図される。
【０７８４】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される「力伝達構成要素」という語句は、関連付け
られた変換機構の部材を意味し、ここでは
　ａ）変換機構が電気エネルギーを音エネルギーに変換するように構成されるとき、変換
機構の振動板を駆動する力が発生し、又は
　ｂ）変換機構が音エネルギーを電気エネルギーに変換するように構成される場合、この
部材の物理的運動が、力伝達構成要素によって振動板に与えられる力の変化をもたらす。
【０７８５】
　トランスデューサ又はデバイスに関連して本明細書及び特許請求の範囲で使用される「
個人用オーディオ」という語句は、オーディオ再生用に作動可能であり、オーディオ再生
中、使用者の耳又は頭部から約１０ｃｍ以内などの、使用者の耳又は頭部のすぐ近くで利
用するためのものであり且つ／又はそれ専用である、スピーカ・トランスデューサ又はス
ピーカ・デバイスを意味する。個人用オーディオ・トランスデューサ又は個人用オーディ
オ・デバイスの実例には、ヘッドホン、イヤホン、補聴器、携帯電話などが含まれる。
【０７８６】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」と
いう用語は、「少なくとも部分的には～から構成されている」を意味する。「備えている
」という用語を含む本明細書及び特許請求の範囲のそれぞれの記述を解釈するとき、それ
以外の特徴もこの用語で始まる特徴も存在し得る。「備える（“ｃｏｍｐｒｉｓｅ”ａｎ
ｄ“ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ”）」などの関連する用語は、同じように解釈されるべきである
。
【０７８７】
　本明細書において、「及び／又は」という用語は、「及び」、「又は」、又はその両方
を意味する。
【０７８８】
　本明細書において、名詞に続く「（ｓ）」は、その名詞の複数形及び／又は単数形を意
味する。
【０７８９】
　数値範囲
　本明細書に開示される数の範囲の参照（たとえば１～１０）は、その範囲内のすべての
有理数又は無理数（たとえば１、１．１、２、３、３．９、４、５、６、６．５、７、８
、９及び１０）、並びにその範囲内の有理数又は無理数の任意の範囲（たとえば、２～８
、１．５～５．５及び３．１～４．７）の参照も組み込むことが企図されており、したが
って、これにより、本明細書に明確に開示されているすべての範囲のすべてのサブ範囲が
明確に開示される。これらは、特に企図されるもののほんの実例にすぎず、列挙される最
低値と最高値の間の数値の考えられるすべての組合せが、本明細書に同様に明確に記載さ
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れていると考えられるべきである。
【０７９０】
　作動周波数範囲
　所与のオーディオ・トランスデューサに関連して本明細書及び特許請求の範囲で使用さ
れる「作動周波数範囲」という語句（本明細書ではＦＲＯとも呼ばれる）は、音響工学の
、知識のある当業者によって決定されることになる、トランスデューサのオーディオ関連
ＦＲＯを意味することを企図され、任意選択で、外部のハードウェア又はソフトウェア・
フィルタリングの任意のアプリケーションを含む。したがって、ＦＲＯは、トランスデュ
ーサの構成によって決定される作動範囲である。
【０７９１】
　関連技術の知識のある当業者には理解されるように、トランスデューサのＦＲＯは、以
下の説明のうちの１つ又は複数に従って決定され得る。
　１．完全なスピーカ・システム、又はオーディオ再生システム、又はヘッドホン、イヤ
ホン若しくは補聴器などの個人用オーディオ・デバイスの文脈では、ＦＲＯは、音圧レベ
ル（ＳＰＬ）が、このシステム全体が５００Ｈｚ～２０００Ｈｚの周波数帯にわたって生
み出す平均のＳＰＬ（ＳＰＬ（すなわちｄＢ）と周波数領域の両方において、平均値は対
数スケール加重を使用して計算される）を上回る、又は９ｄＢ以内の範囲でそれを下回る
（応答が９ｄＢを下回って降下する任意の狭帯域を除く）、２０Ｈｚ～２０ｋＨｚである
可聴帯域幅の範囲内の周波数範囲であり、このデバイスが、正確なオーディオ再生用に設
計される場合、又はこのデバイスが、聴覚機能強化やノイズキャンセルなどの別の目的の
ために設計されるなどの他の場合では、ＦＲＯは、この技術の知識のある１人又は複数の
当業者によって決定されることになる。このスピーカ・システムなどが、通常の個人用オ
ーディオ・デバイスである場合、ＳＰＬは、たとえば図Ｆに示されるＨａｍｍｅｒｓｈｏ
ｉ及びＭｏｌｌｅｒの「ディフューズ・フィールド」目標基準に対して相対的に測定され
るべきである。
　２．スピーカ・システム又はオーディオ再生システムの一部として作動可能に据え付け
られるスピーカ・ドライバの文脈では、ＦＲＯは、トランスデューサが発生させる音が、
ポート又はパッシブ・ラジエータなどを介して直接的又は間接的に、スピーカ又はオーデ
ィオ再生システムの前記システムのＦＲＯの範囲内のオーディオ再生の全ＳＰＬに著しく
寄与する、周波数範囲である。
　３．スピーカ・システム又はオーディオ再生システムの一部として作動可能に据え付け
られるパッシブ・ラジエータの文脈では、ＦＲＯは、パッシブ・ラジエータが発生させる
音が、スピーカ又はオーディオ再生システムの前記システムのＦＲＯの範囲内のオーディ
オ再生の全音圧レベル（ＳＰＬ）に著しく寄与する、周波数範囲である。
　４．マイクロホンの文脈では、ＦＲＯは、トランスデューサが、このトランスデューサ
が一構成要素である（モノ・チャネル）録音デバイス全体によって録音されている帯域幅
の範囲内のオーディオ録音の、リアルタイムで発生する、又は事後録音で発生するもので
ある、システム内の１つ又は複数のトランスデューサによって発生する音の量を変える任
意のアクティブ・クロスオーバー及び／又はパッシブ・クロスオーバー・フィルタリング
で測定される全レベルに、直接的又は間接的に著しく寄与する、周波数範囲である。
　５．関連付けられたトランスデューサが、スピーカ・システム又はオーディオ再生シス
テム又はマイクロホンの一部として作動可能に据え付けられていない場合、ＦＲＯは、関
連技術の知識のある当業者が判断して、トランスデューサが、適切な作動をするために適
当であると考えられる帯域幅である。
　トランスデューサが使用者の耳から約５～１０ｃｍ以内に配置される、声の再生のため
の携帯電話トランスデューサの文脈では、ＦＲＯは、この声の再生のケースにおいて通常
適用されるオーディオ帯域幅であると考えられる。
【０７９２】
　語句ＦＲＯの解釈を含む上記一式に関して、それぞれの解釈において言及される周波数
範囲は、関連するカテゴリのスピーカ又はマイクロホン・システムを測定する産業界で認
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められた通常の方法を使用して決定又は測定されるべきである。一実例として、通常のホ
ーム・オーディオ用床置き型スピーカ・システムによって発生するＳＰＬを測定する、産
業界で認められた通常の方法に関して、測定はツイータ軸（ｔｗｅｅｔｅｒ－ａｘｉｓ）
で行われ、無響周波数応答（ａｎｅｃｈｏｉｃ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ
）は、システム内のすべてのドライバ及び任意の共振器を適切に合計することによって求
められる距離で、２．８３ＶＲＭＳの励起信号を用いて測定される。この距離は、ソース
の最大寸法の３倍で始まる、以下に述べられる窓を掛けられた（ｗｉｎｄｏｗｅｄ）測定
を連続的に行い、応答のずれが明らかになる一段階前まで、測定距離を次第に短くするこ
とによって決定される。
【０７９３】
　システム内の特定のドライバのＦＲＯの下限は、ハイパス・アクティブ及び／又はパッ
シブ・クロスオーバーによって、且つ／又はソース信号の任意の適用可能なプレフィルタ
リングによって、且つ／又はドライバの組合せの低周波数ロールオフ特性によって、且つ
／又は任意の関連付けられた共振器（たとえば、ポート又はパッシブ・ラジエータなどで
あり、前記共振器は前記ドライバと関連付けられる）によって発生する－６ｄＢハイパス
・ロールオフ周波数、或いはシステムのＦＲＯの下限の、これら２つのいずれか高い方の
周波数である。
【０７９４】
　通常、システム内の特定のドライバのＦＲＯの上限は、ローパス・アクティブ及び／又
はパッシブ・クロスオーバーによって、且つ／又は他のフィルタリングによって、且つ／
又はソース信号の任意の適用可能なプレフィルタリングによって、且つ／又はドライバの
組合せの高周波数ロールオフ特性によって発生する－６ｄＢローパス・ロールオフ周波数
、或いはシステムのＦＲＯの上限の、これら２つのいずれか低い方の周波数である。
【０７９５】
　通常のヘッドホン測定機器は、標準的なヘッド・アコースティック・シミュレータの使
用を含むことになる。
【０７９６】
　本発明は、前述のもので成り立っており、以下で単に実例を示すものである構成も想定
する。本発明の別の態様及び利点は、次の説明から明らかになろう。
【０７９７】
　本発明の好ましい実施例は、単に実例によって且つ以下の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【０７９８】
【図Ａ１】磁気を用いて付勢力が加えられることで互いに対してロールする接触面を用い
てヒンジ式に取り付けられた小さい回転慣性の複合振動板と、トランスデューサ基部構造
内に振動板を配置するのを助けるのに使用される紐からなる固定構造と、さらに、振動板
を中心に配置するのを助けるためのねじり棒とを備えるヒンジ動作トランスデューサの実
施例Ａを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図（３Ｄ　ｉｓｏｍｅｔｒｉｃ　ｖｉｅｗ
）であり、　ｂ）は、平面図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面（振
動板先端）立面図であり、　ｅ）は、断面図（図Ａ１ｂの断面Ａ－Ａ）であり、　ｆ）は
、図Ａ１ｅに示されたヒンジ式機構の詳細図である。
【図Ａ２】図Ａ１に示された実施例Ａのドライバの振動板を示す図であって、　ａ）は、
３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、図Ａ２ａに示された支柱の詳細図であり、　ｃ）は、上面
（振動板先端）立面図であり、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は、底面（コイル）立面
図であり、　ｆ）は、側面立面図であり、　ｇ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ａ３】図Ａ１に示された実施例Ａのドライバのヒンジ組立体を示す図であって、　ａ
）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、正面図であり、　ｄ）は
、側面立面図であり、　ｅ）は、底面図であり、　ｆ）は、詳細図（図Ａ３ｃの細部Ａ）
であり、　ｇ）は、断面図（図Ａ３ｆの断面Ａ）であり、　ｈ）は、断面図（図Ａ３ｆの
断面Ｂ）であり、　ｉ）は、断面図（図Ａ３ｆの断面Ｃ）であり、　ｊ）は、図Ａ３ｇの
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ヒンジ接続部の詳細図である。
【図Ａ４】図Ａ１に示された実施例Ａのドライバのねじり棒構成要素を示す図であって、
　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、
　ｄ）は、断面拡大図（図Ａ４ｂの断面Ａ－Ａ）である。
【図Ａ５】デカップリング・マウントがその上に組み立てられた、図Ａ１に示された実施
例Ａのドライバを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、図Ａ５ａに
示されたデカップリング・ピラミッドの詳細図であり、　ｃ）は、図Ａ５ａに示されたデ
カップリング・ワッシャとデカップリング・ブッシュの両方の詳細図であり、　ｄ）は、
正面図であり、　ｅ）は、側面立面図であり、　ｆ）は、図Ａ５ｅに示されたデカップリ
ング・ピラミッドの詳細図であり、　ｇ）は、底面図であり、　ｈ）は、図Ａ５ｇに示さ
れたデカップリング・ピラミッドの詳細図である。
【図Ａ６】図Ａ５に示されたデカップリング・マウントを介してバッフルにマウントされ
、振動板の可動域超過を防止するストッパを含む、図Ａ１に示された実施例Ａのドライバ
を示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面図であり、　ｃ）は、
断面図（図Ａ６ｂの断面Ａ－Ａ）であり、　ｄ）は、図Ａ６ｃに示された デカップリン
グ・トライアングルの詳細図であり、　ｅ）は、底面図であり、　ｆ）は、側面立面図で
あり、　ｇ）は、断面図（図Ａ６ｆの断面Ｂ－Ｂ）であり、　ｈ）は、図Ａ６ｇに示され
たデカップリング・ブッシュ及びワッシャの詳細図であり、　ｉ）は、３Ｄ等角分解組立
図である。
【図Ａ７】バッフルにクランプし、図Ａ６に示されたブッシュ及びワッシャのデカップリ
ング・マウントを保持するスラグを示す図である。このスラグは、ドライバがバッフル内
で過度に移動するのを防止するストッパとして働くリムを備えており、　ａ）は、３Ｄ等
角図であり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、正面図であり、　ｄ）は、側面立面図
であり、　ｅ）は、断面図（図Ａ７ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｆ）は、断面図（図Ａ７
ｄの断面Ｂ－Ｂ）である。
【図Ａ８】炭素繊維の支柱を有する代わりに振動板本体の主面がフォイルで完全に覆われ
ることを除いて図Ａ２に示された振動板と同一である、実施例Ａに使用される振動板の修
正されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面（
振動板先端）立面図である。
【図Ａ９】フォイルが、振動板の両側で、先端の近くで省かれると共に各側部エリアも省
かれた３つの半楕円面エリアを有することを除いて、図Ａ８に示された振動板と同一であ
る、実施例Ａに使用される振動板の別の修正されたバージョンを示す図であって、　ａ）
は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面（振動板先端）立面図である。
【図Ａ１０】反せん断内部補強部材が振動板内に存在しないことを除いて図Ａ８に示され
た振動板に類似し、そしてこの振動板が、単一の発泡体のくさび（ｗｅｄｇｅ　ｏｆ　ｆ
ｏａｍ）をただ有する、実施例Ａに使用される振動板の別の修正されたバージョンを示す
図である。振動板は、くさびの前面及び後面に取り付けられた外殻が、先端の近くで省か
れた１つの大きな半円に修正されている点でも異なっており、　ａ）は、３Ｄ等角図であ
り、　ｂ）は、正面（振動板先端）立面図である。
【図Ａ１１】外殻が、省かれたエリアを有さず、代わりに、フォイルが、発泡体の前面及
び後面全体をカバーし、外殻が振動板の先端に向かって延びるにつれて厚さの段階的減少
も有することを除いて、図Ａ１０に示された振動板に類似する、実施例Ａに使用される振
動板の別の修正されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ
）は、図Ａ１１ａに示されたアルミニウムの外殻表面の厚さの段階的減少の詳細図であり
、　ｃ）は、正面（振動板先端）立面図である。
【図Ａ１２】振動板が、外殻の代わりに、くさびの前面及び後面に支柱を有し、支柱が振
動板の先端に向かって延びるにつれて厚さの段階的減少を伴うことを除いて、図Ａ１０に
示された振動板に類似する、実施例Ａに使用される振動板の別の修正されたバージョンを
示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、図Ａ１１ａに示された炭素繊
維の斜め支柱の厚さの段階的減少の詳細図であり、　ｃ）は、図Ａ１１ａに示された炭素
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繊維の平行支柱の厚さの段階的減少の詳細図であり、　ｄ）は、正面（振動板先端）立面
図である。
【図Ａ１３】実施例Ａのトランスデューサと同様であるトランスデューサの有限要素解析
（ＦＥＡ：Ｆｉｎｉｔｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）のコンピュータ・シミュ
レーションを示す図である。自由空間内で浮いているトランスデューサがシミュレートさ
れており、　ａ）は、第１の共振モードの結果として得られた変位ベクトルのプロット（
振動板の基礎（Ｗｎ）は、トランスデューサ基部構造に対して回転する）の正面図であり
、　ｂ）は、第１の共振モードの結果として得られた変位ベクトルのプロットの（図Ａ１
３ａに指し示された）方向Ａの図であり、　ｃ）は、図Ａ１３ｂのノード軸領域（ｎｏｄ
ｅ　ａｘｉｓ　ｒｅｇｉｏｎ）の詳細図であり、　ｄ）は、第１の共振モードの結果とし
て得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｅ）は、第１の共振モードの
結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｆ）は、第２の共振モードの
結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｇ）は、第２の共振
モードの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｈ）は、第３の共振
モードの結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｉ）は、第
３の共振モードの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｊ）は、第
４の共振モードの結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｋ
）は、第４の共振モードの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｌ
）は、第５の共振モードの結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であ
り、　ｍ）は、第５の共振モードの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であ
る。
【図Ａ１４】デカップリング・システムにマウントされた、実施例Ａのトランスデューサ
と同様である、図Ａ１３のトランスデューサを示す図である。トランスデューサは、トラ
ンスデューサ・ハウジングに通常触れるデカップリング・システムの表面が空間内に固定
されており、正弦力及び反力がそれぞれある周波数範囲にわたって振動板及びトランスデ
ューサ基部構造に加えられる、調和及び線形動的（ｈａｒｍｏｎｉｃ　ａｎｄ　ｌｉｎｅ
ａｒ　ｄｙｎａｍｉｃ）有限要素解析（ＦＥＡ）によってシミュレートされ、　ａ）は、
トランスデューサ及びデカップリング・システムの３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、今回ド
ライバの他方の側が見えている、（一部の部分が隠れている）トランスデューサ及びデカ
ップリング・システムの別の３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、第１の共振モードのＦＥＡの
結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｄ）は、第１の共振
モードのＦＥＡの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｅ）は、第
２の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であ
り、　ｆ）は、第２の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等
角図であり、　ｇ）は、第３の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位ベクトルの
プロットの３Ｄ等角図であり、　ｈ）は、第３の共振モードのＦＥＡの結果として得られ
た変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｉ）は、第４の共振モードのＦＥＡの結果とし
て得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｊ）は、第４の共振モードの
ＦＥＡの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｋ）は、第５の共振
モードのＦＥＡの結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｌ
）は、第５の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であ
り、　ｍ）は、第６の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位ベクトルのプロット
の３Ｄ等角図であり、　ｎ）は、第６の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位の
プロットの３Ｄ等角図であり、　ｏ）は、第７の共振モードのＦＥＡの結果として得られ
た変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｐ）は、第７の共振モードのＦＥＡの
結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｑ）は、第８の共振モードの
ＦＥＡの結果として得られた変位ベクトルのプロットの３Ｄ等角図であり、　ｒ）は、第
８の共振モードのＦＥＡの結果として得られた変位のプロットの３Ｄ等角図であり、　ｓ
）は、線形動的ＦＥＡシミュレーションの振動板及びトランスデューサ基部構造の側面に
沿った６つのセンサ位置のポジションの対数変位と対数周波数のグラフである（周波数は



(89) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

、５０Ｈｚから３０ｋＨｚまでの範囲である）。
【図Ａ１５】図Ａ２に示された実施例Ａの振動板組立体の振動板構造を示す図であって、
　ａ）は、基部端部が見えている振動板構造の３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、先端端部が
見えている振動板構造の３Ｄ等角図である。
【図Ｂ１】高回転追従性（ｈｉｇｈ　ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ　ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）及
び低い並進追従性を可能にするように構成された薄い壁付きの撓み部（ｔｈｉｎ　ｗａｌ
ｌｅｄ　ｆｌｅｘｕｒｅ）を用いてヒンジ式に取り付けられた、小さい回転慣性の複合振
動板を備えるヒンジ動作ドライバの実施例Ｂを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図で
あり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面図であり
、　ｅ）は、断面図（図Ｂ１ｄの断面Ａ－Ａ）であり、　ｆ）は、３Ｄ等角分解組立図で
ある。
【図Ｂ２】振動板と、図Ｂ１に示された実施例Ｂのドライバの撓み基部ブロック（ｆｌｅ
ｘｕｒｅ　ｂａｓｅ　ｂｌｏｃｋ）に連結する撓み構成要素（ｆｌｅｘｕｒｅ　ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ）とを示す図であって、　ａ）は、上面図であり、　ｂ）は、３Ｄ等角図であ
り、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は、図Ｂ２ｃに示さ
れた撓み部の詳細図であり、　ｆ）は、基準面が指し示されている別の正面図（Ｂ２ｄと
同じ図）であり、　ｇ）は、基準面が指し示されている底面図である。
【図Ｂ３】図Ｂ１及び図Ｂ２に示された実施例Ｂのドライバに使用されるような撓み構成
要素を介して２つの基部ブロックに連結される振動板の基部フレームを備えるリンク用構
成要素を示す図であって、　ａ）は、側面立面図であり、　ｂ）は、正面図であり、　ｃ
）は、底面図であり、　ｄ）は、３Ｄ等角図である。
【図Ｂ４】図Ｂ１に示されていると共にバッフルに強固に取り付けられる実施例Ｂのドラ
イバを示す図であって、　ａ）は、上面図であり、　ｂ）は、３Ｄ等角図であり、　ｃ）
は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は、断面図（図Ｂ４ｄの断面Ａ
－Ａ）であり、　ｆ）は、断面図（図Ｂ４ｅの断面Ｂ－Ｂ）である。
【図Ｃ１】振動板の幅に及ぶ撓み部ヒンジ組立体を介して基部ブロックに連結される振動
板を表すブロックを示すドライバの簡略化されたバージョンを示す図であって、　ａ）は
、上面図であり、　ｂ）は、３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は
、正面図であり、　ｅ）は、図Ｃ１ｃに示されたヒンジ組立体の詳細図である。
【図Ｃ２】振動板の幅のどちらの端部にも配置される撓み部ヒンジ組立体を介して基部ブ
ロックに連結された振動板基部に連結される振動板を表すブロックを示すドライバの代替
の簡略化されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、
上面図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面図である。
【図Ｃ３】振動板がその静止ポジションにあるときに、撓み部が自然に曲げられた状態に
ある代替のヒンジ組立体を有することを除いて、図Ｃ２の簡略化されたドライバの側面立
面を示す図である。
【図Ｃ４】（それぞれの側の）３つの撓み部が２つの代わりに使用される代替のヒンジ組
立体を有することを除いて、図Ｃ２の簡略化されたドライバの側面立面を示す図である。
【図Ｃ５】振動板基部フレーム及びいくつかのコイル巻き線に連結されると共に２つのＸ
撓み部ヒンジ組立体を介して振動板基部フレームから基部ブロックへ連結される振動板を
表すくさびを示すドライバの簡略化されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ
等角図であり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、背面図であり、　ｄ）は、側面立面
図であり、　ｅ）は、背面図（図Ｃ５ｃ）の断面図Ａ－Ａである。
【図Ｃ６】基部ブロックがないことを除いて、図Ｃ５と同じドライバの簡略化されたバー
ジョンであって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、背面図であり、　ｃ）は、側
面立面図であり、　ｄ）は、底面図である。
【図Ｃ７】代替のヒンジ組立体を用いることを除いて、図Ｃ５に示されたバージョンに類
似するドライバの簡略化されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、上面図であり、
　ｂ）は、３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面（振動板先
端）図であり、　ｅ）は、背面図（図Ｃ７ｄ）の断面図Ａ－Ａである。
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【図Ｃ８】代替のヒンジ組立体を用いることを除いて、（基部ブロックが示されていない
）図Ｃ６に示されたバージョンに類似するドライバの簡略化されたバージョンを示す図で
あって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、背面図であ
り、　ｄ）は、側面立面図である。
【図Ｃ９】図Ｃ８に示されたドライバの類似の簡略化されたバージョンに使用されるよう
なＸ撓み部を示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、側面立面図であ
る。
【図Ｃ１０】振動板の幅のどちらの端部からも延びる撓み部ヒンジ接続部を介して２つの
基部ブロックに連結された振動板基部に連結される振動板を表すブロックを示すドライバ
の代替の簡略化されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、上面図であり、　ｂ）は
、３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は
、断面線によって切断された面だけを示している図Ｃ１０ｄの断面図Ａ－Ａである。
【図Ｃ１１】ａ～ｆは、撓み部ヒンジ接続部のいくつかの代替の設計の（図Ｃ１０ｅの図
に類似する図に関し、やはり断面線によって切断された面だけを示している）６つの断面
図である。
【図Ｃ１２】断面の厚さが撓むことが意図されるエリア内で薄く、断面の厚さが振動板及
び２つの基部ブロックに連結するエリア内でより厚くなる、撓み構成要素の修正されたバ
ージョンを有することを除いて、図Ｃ１０に示されたドライバの簡略化されたバージョン
を示す図である。
【図Ｃ１３】断面の幅の厚さが撓むことが意図されるエリア内で適度に狭く、振動板及び
２つの基部ブロックに連結するエリア内でより広くなる、撓み構成要素の修正されたバー
ジョンを有することを除いて、図Ｃ１０に示されたドライバの簡略化されたバージョンを
示す図である。
【図Ｄ１】高回転追従性及び低い並進追従性を可能にするように構成された薄い壁付きの
撓み部を用いてヒンジ式に取り付けられた、小さい回転慣性の３つの複合振動板を備える
ヒンジ動作スピーカ・ドライバの実施例Ｄを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であ
り、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、端面図であり、
　ｅ）は、図Ｄ１ｄの断面図Ａ－Ａである。
【図Ｄ２】振動板が一方向に及び逆もまた同様に回転するときに３つの振動板によって変
位させられる空気を一方のセットのポートの中に且つ別のセットの外に向けるように構成
されたサラウンドの中にマウントされる、図Ｄ１に示された実施例Ｄにおけるドライバを
示す図であって、　ａ）は、サラウンドの一方の側の一方のセットのポートを示す角度に
向けられた３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、サラウンドの他方の側の第２のセットのポート
を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、端
面図であり、　ｅ）は、図Ｄ２ｄの断面図Ａ－Ａである。
【図Ｅ１】板ばねを用いて付勢力が加えられることで互いに対してロールする接触面を用
いてヒンジ式に取り付けられた小さい回転慣性の複合振動板を備えるヒンジ動作スピーカ
・ドライバの実施例Ｅを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、上面
図であり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は、図Ｅ１ｃ
の詳細図であり、　ｆ）は、断面図（図Ｅ１ｄの断面Ａ－Ａ）であり、　ｇ）は、図Ｅ１
ｆ中の接触点の詳細図であり、　ｈ）は、図Ｅ１ｆ中のコイル巻き線の詳細図であり、　
ｉ）は、断面図（図Ｅ１ｃの断面Ｂ－Ｂ）であり、　ｊ）は、図Ｅ１ｈの詳細図であり、
　ｋ）は、詳細図（図Ｅ１ｊ）の詳細図であり、　ｌ）は、３Ｄ等角分解組立図であり、
　ｍ）は、詳細図（Ｅ１ｌ）である。
【図Ｅ２】図Ｅ１に示されたバッフルに強固に取り付けられる実施例Ｅのドライバを示す
図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、側面立
面図であり、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は、断面図（図Ｅ２ｂの断面Ａ－Ａ）であ
り、　ｆ）は、図Ｅ２ｅの詳細図であり、　ｇ）は、断面図（図Ｅ２ｅの断面Ｂ－Ｂ）で
あり、　ｈ）は、３Ｄ等角分解組立図である。
【図Ｅ３】図Ｅ１に示された実施例Ｅのドライバの振動板基部フレームＥ１０７の３Ｄ等
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角図である。
【図Ｅ４】図Ｅ１に示された実施例Ｅのドライバの振動板組立体Ｅ１０１を示す図であっ
て、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、上面図であり、　ｃ）は、側面立面図であ
る。
【図Ｆ】目的の拡散場の周波数応答のグラフである。
【図Ｇ１】発泡体コア振動板が従来のサラウンド及びスパイダ振動板サスペンション・シ
ステム（ｓｐｉｄｅｒ　ｄｉａｐｈｒａｇｍ　ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）に
よって支持されている直線動作スピーカ・ドライバの実施例Ｇを示す図である。振動板は
、主外面上の引張／圧縮補強、及びコア内の内部補強部材を有し、　ａ）は、３Ｄ等角図
であり、　ｂ）は、側面立面図であり、　ｃ）は、断面線によって切断された面だけを示
している図Ｇ１ｂの断面図Ａ－Ａである。
【図Ｇ２】図Ｇ１に示された実施例Ｇにおけるドライバの振動板を示す図であって、　ａ
）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、側面立面図であり、　ｃ）は、底面図であり、　ｄ
）は、３Ｄ等角分解組立図である。
【図Ｇ３】振動板の主外面上の引張／圧縮補強が、省かれているモータの遠位のエリアを
有する、図Ｇ１に示された実施例Ｇにおけるドライバの振動板の修正されたバージョンを
示す図であって、　ａ）は、振動板のコイル側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり
、　ｂ）は、振動板の上側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図である。
【図Ｇ４】図Ｇ１に示された実施例Ｇにおけるドライバの振動板の修正されたバージョン
を示す図である。この修正は、大量の材料が、モータの遠位のエリアで振動板の主外面上
の引張／圧縮補強から省かれていることを除いて、図Ｇ３に示された修正に類似するもの
であり、　ａ）は、振動板のコイル側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　ｂ）
は、振動板の上側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図である。
【図Ｇ５】さらに振動板の引張／圧縮補強の厚さがモータの遠位のエリア内で減少するこ
とを除いて図Ｇ４に示された修正と同一の修正を含む、図Ｇ１に示された実施例Ｇにおけ
るドライバの振動板の修正されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、振動板のコイ
ル側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、振動板の上側を示す角度に向
けられた３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、詳細図Ｅ５ｂである。
【図Ｇ６】振動板がコイルから離れるように延びるにつれて振動板の本体の厚さが減少す
ることを除いて同一の振動板を備える、図Ｇ１に示された実施例Ｇにおけるドライバの振
動板の修正されたバージョンを示す図であって、　ａ）は、振動板の上側を示す角度に向
けられた３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、振動板のコイル側を示す角度に向けられた３Ｄ等
角図であり、　ｃ）は、端面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、底面図
であり、　ｆ）は、３Ｄ等角分解組立図である。
【図Ｇ７】振動板の主外面上の引張／圧縮補強が省かれているいくつかのモータの遠位の
エリアを有することを除いて修正が図Ｇ６に示された修正と同一である、図Ｇ１に示され
た実施例Ｇにおけるドライバの振動板の修正されたバージョンを示す図であって、　ａ）
は、振動板の上側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、振動板のコイル
側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図である。
【図Ｇ８】振動板の主外面上の引張／圧縮補強が、モータの遠位のエリア内の厚さが段階
的低下する細い炭素繊維の支柱を備えることを除いて、修正が図Ｇ７に示された修正と同
一である図Ｇ１に示された実施例Ｇにおけるドライバの振動板の修正されたバージョンを
示す図であって、　ａ）は、振動板の上側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　
ｂ）は、支柱の厚さの段階的減少を示す図Ｇ８ａの詳細図であり、　ｃ）は、振動板のコ
イル側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　ｄ）は、支柱の厚さの段階的減少を
示す図Ｇ８ｃの詳細図である。
【図Ｇ９】図Ｇ１ａ～図Ｇ１ｃに示された直線動作トランスデューサに類似し、図Ｇ６ａ
～図Ｇ６ｆの振動板組立体を備える、直線動作トランスデューサの一部自由な周辺実施を
示す図であって、　ａ）は、振動板の上側を示す角度に向けられた３Ｄ等角図であり、　
ｂ）は、正面図であり、　ｃ）は、上面図であり、　ｄ）は、図Ｇ９ｃのサスペンション
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部材の詳細図であり、　ｅ）は、断面線によって切断された面だけを示している図Ｇ９ｂ
の断面図Ａ－Ａであり、　ｆ）は、図Ｇ９ｆのサスペンション部材の詳細図であり、　ｇ
）は、分解組立図である。
【図Ｈ１ａ】実施例Ａの振動板本体内に内蔵して使用される内部補強部材の３Ｄ等角図で
ある。
【図Ｈ１ｂ】図Ｈ１ａ中の構成要素の側面立面図である。
【図Ｈ１ｃ】それが支柱のネットワークを備えることを除いて、実施例Ａの振動板本体内
に内蔵して使用されるＡ２０９に類似する内部補強部材の３Ｄ等角図である。
【図Ｈ１ｄ】図Ｈ１ｃ中の構成要素の側面立面図であり、
【図Ｈ１ｅ】振動板本体が波形のパネルを備えることを除いて、実施例Ａの振動板本体内
に内蔵して使用されるＡ２０９に類似する内部補強部材の３Ｄ等角図である。
【図Ｈ１ｆ】図Ｈ１ｅ中の構成要素の側面立面図である。
【図Ｈ２ａ】実施例Ａのドライバの累積的なスペクトル減衰のプロットを示す図である。
【図Ｈ３ａ】４つのドライバ（それぞれの耳に２つ）からなるサーカムオーラル・ヘッド
ホンであって、右耳に示される２つは、１つが実施例Ａのドライバと同一である高音域ユ
ニットであり、１つが実施例Ａのドライバに類似するバス・ユニットであるが、より大き
く、低いバスを再生するのに適しているサーカムオーラル・ヘッドホンを着用する３Ｄ図
（３Ｄ　ｖｉｅｗ）の人間の頭部を示す図である。
【図Ｈ３ｂ】２つのスピーカ・ドライバを除いてヘッドホンの全部分が隠されていること
を除いて、Ｈ３ａにおけるものと同じ画像を示す図である。
【図Ｈ４ａ】１つの完全な範囲のドライバが右耳にあるバッド・イヤホンを着用する人間
の頭部の３Ｄ図を示す。使用されるスピーカ・ドライバは、図Ｅに示されたスピーカに類
似する。
【図Ｈ４ｂ】画像が、スピーカ・ドライバを耳内部に備えた耳の拡大図であることを除い
て、Ｈ４ａと同じ画像を示す図である。
【図Ｈ６ａ】図Ｈ３ａに示されたバス・ドライバ の累積的なスペクトル減衰のプロット
を示す図である。
【図Ｈ７ａ】接触ヒンジ組立体に使用することができる基本的なヒンジ接続部の４つの変
形例のうち１つの概略側面図である。
【図Ｈ７ｂ】接触ヒンジ組立体に使用することができる基本的なヒンジ接続部の４つの変
形例のうち１つの概略側面図である。
【図Ｈ７ｃ】接触ヒンジ組立体に使用することができる基本的なヒンジ接続部の４つの変
形例のうち１つの概略側面図である。
【図Ｈ７ｄ】接触ヒンジ組立体に使用することができる基本的なヒンジ接続部の４つの変
形例のうち１つの概略側面図である。
【図Ｈ８ａ】トランスデューサ基部構造に連結された単純な回転振動板の概念の側面説明
図である。
【図Ｈ８ｂ】トランスデューサ基部構造に連結されると共に４つのバー・リンク機構を含
む単純な回転振動板の概念の側面説明図である。
【図Ｈ８ｃ】４つのバー・リンク機構を含む単純な振動板サスペンション機構の概念の側
面説明図である。
【図Ｊ１】バッフルに半デカップリングする従来技術のコーン・スピーカ・ドライバを示
す図であって、　ｄ）は、正面図であり、　ｅ）は、断面図（図Ｊ１ｄの断面Ａ－Ａ）で
ある。
【図Ｋ１】互いに対してロールする接触面及び板ばねを用いて加えられる付勢力を用いて
ヒンジ式に取り付けられた小さい回転慣性の複合振動板を備えるヒンジ動作スピーカ・ド
ライバの実施例Ｋを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、平面図で
あり、　ｃ）は、側面立面図であり、　ｄ）は、正面（振動板先端）立面図であり、　ｅ
）は、底面図であり、　ｆ）は、図Ｋ１ｅに示された側部材の詳細図であり、　ｇ）は、
断面図（図Ｋ１ｂの断面Ａ－Ａ）であり、　ｈ）は、図Ｋ１ｇに示された磁束ギャップの



(93) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

詳細図であり、　ｉ）は、図Ｋ１ｇに示されたヒンジ式接続部の詳細図であり、　ｊ）は
、断面図（図Ｋ１ｊの断面Ｂ－Ｂ）であり、　ｋ）は、図Ｋ１ｊに示された側部材の詳細
図であり、　ｌ）は、断面図（図Ｋ１ｂの断面Ｃ－Ｃ）であり、　ｍ）は、図Ｋ１ｌに示
された付勢ばねの詳細図であり、　ｎ）は、分解組立３Ｄ等角図であり、　ｏ）は、図Ｋ
１ｎに示された振動板基部フレームの詳細図である。
【図Ｋ２ａ】それぞれのイヤ・カップに実施例Ｋのヒンジ動作スピーカ・ドライバを使用
する１対の密閉式サーカムオーラル・ヘッドホンに接続されたスマートフォンを備えるオ
ーディオ・システムの３Ｄ等角図である。
【図Ｋ３ａ】実施例Ｋのヒンジ動作スピーカ・ドライバを組み込む、図Ｋ２ａに示された
１対のヘッドホンの右側イヤ・カップを示す図であって、　ａ）は、カップのパッドの入
った側を示す３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、カップの外向きの裏面を示す３Ｄ等角図であ
り、　ｃ）は、カップの裏面立面図であり、　ｄ）は、断面図（図Ｋ３ｃの断面Ｄ－Ｄ）
であり、　ｅ）は、断面図（図Ｋ３ｄの断面Ｅ－Ｅ）であり、　ｆ）は、図Ｋ３ｅに示さ
れたデカップリング・マウントの詳細図であり、　ｇ）は、断面図（図Ｋ３ｄの断面Ｆ－
Ｆ）であり、　ｈ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｋ４ａ】図Ｋ３ｃに示されたイヤ・カップを含むが、図Ｋ２ａ中のヘッドホンのヘッ
ドバンドによって人間の耳及び頭部に対して保持されたそれをその場で示す概略／断面図
である。
【図Ｋ５】図Ｋ１に示された実施例Ｋのドライバの力伝達構成要素を示す図であって、　
ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、側面立面図であり、　ｃ）は、裏面立面図であり
、　ｄ）は、上面図である。
【図Ｐ１】磁石組立体に対して強磁性流体によって浮遊させられるドーム及びデュアル・
コイル振動板組立体を備える直線動作イヤホンの実施例Ｐを示す図であって、　ａ）は、
イヤ・プラグ側を示す３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、外側本体側を示す３Ｄ等角図であり
、　ｃ）は、平面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、端面図であり、　
ｆ）は、底面図であり、　ｇ）は、断面図（図Ｐ１ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｈ）は、
磁石及び振動板組立体Ｐ１ｇの詳細図であり、　ｉ）は、図Ｐ１ｈに示された図の詳細図
であり、　ｊ）は、図Ｐ１ｉに示された図の詳細図であり、　ｋ）は、分解組立３Ｄ等角
図である。
【図Ｐ２】図Ｐ１に示された実施例Ｐのドライバの振動板組立体を示す図であって、　ａ
）は、平面図であり、　ｂ）は、側面立面図であり、　ｃ）は、３Ｄ等角図であり、　ｄ
）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｐ３】図Ｐ１に示された実施例Ｐのイヤホンの正面図を含み、人間の耳の断面概略図
内でそれをその場で示す概略図である。
【図Ｓ１】ボールがロールする接触面で付勢されるボールを有する１対の修正されたボー
ル・ベアリング・レースを用いてヒンジ式に取り付けられた、小さい回転慣性の複合振動
板を備えるヒンジ動作スピーカ・トランスデューサの実施例Ｓを示す図であって、　ａ）
は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面（振動板先端）立面図であり、　ｃ）は、平面図
であり、　ｄ）は、断面図（図Ｓ１ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｅ）は、断面図（図Ｓ１
ｃの断面Ｃ－Ｃ）であり、　ｆ）は、図Ｓ１ｅに示されたヒンジ式組立体の詳細図であり
、　ｇ）は、断面図（図Ｓ１ｃの断面Ｂ－Ｂ）であり、　ｈ）は、図Ｓ１ｇに示されたヒ
ンジ式組立体の詳細図である。
【図Ｓ２】実施例Ｓの振動板組立体、図Ｓ１に示されたヒンジ動作スピーカ・トランスデ
ューサを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面（振動板先端）
立面図であり、　ｃ）は、平面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、分解
組立３Ｄ等角図である。
【図Ｓ３】実施例Ｓのトランスデューサ基部構造組立体、図Ｓ１に示されたヒンジ動作ス
ピーカ・トランスデューサを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、
正面立面図であり、　ｃ）は、平面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、
分解組立３Ｄ等角図である。
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【図Ｔ１】ボールがロールする接触面で付勢されるボールを有する１対の修正されたボー
ル・ベアリング・レースを用いてヒンジ式に取り付けられた、小さい回転慣性の複合振動
板を備えるヒンジ動作スピーカ・トランスデューサの実施例Ｔを示す図であって、　ａ）
は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面（振動板先端）立面図であり、　ｃ）は、平面図
であり、　ｄ）は、断面図（図Ｔ１ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｅ）は、断面図（図Ｔ１
ｃの断面Ｃ－Ｃ ）であり、　ｆ）は、部分断面図（図Ｔ１ｃの断面Ｂ－Ｂ）であり、　
ｇ）は、図Ｔ１ｇに示されたヒンジ式組立体の詳細図であり、　ｈ）は、図Ｔ１ｇに示さ
れた付勢ばねの詳細図である。
【図Ｔ２】実施例Ｔの振動板組立体、図Ｔ１に示されたヒンジ動作スピーカ・トランスデ
ューサを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面（振動板先端）
立面図であり、　ｃ）は、平面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、分解
組立３Ｄ等角図である。
【図Ｔ３】実施例Ｔのトランスデューサ基部構造組立体、図Ｔ１に示されたヒンジ動作ス
ピーカ・トランスデューサを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、
正面立面図であり、　ｃ）は、平面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、
分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｔ４】図Ｔ１に示された実施例Ｔのトランスデューサに使用されるヒンジ・システム
の１対のボール・ベアリング・レースの１つを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図で
あり、　ｂ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｕ１】バッフルにデカップリングされる複合振動板を備える直線動作トランスデュー
サの実施例Ｕを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、別の３Ｄ等角
図であり、　ｃ）は、平面図であり、　ｄ）は、側面立面図であり、　ｅ）は、断面図（
図Ｕ１ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｆ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｕ２】図Ｕ１に示された実施例Ｕに関する実施例Ｕの直線動作トランスデューサを示
す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、平面図であり、　ｃ）は、側面
立面図であり、　ｄ）は、断面図（図Ｕ２ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｅ）は、図Ｕ２ｄ
に示された磁石組立体の部分の詳細図であり、　ｆ）は、分解組立３Ｄ等角図であり、　
ｇ）は、基礎振動板共振モードの結果として得られた変位ベクトルのプロットであるＦＥ
Ｍモーダル解析描写（ＦＥＭ　ｍｏｄａｌ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｄｅｐｉｃｔｉｏｎ）を
示す３Ｄ等角図であり、　ｈ）は、基礎振動板共振モードの結果として得られた変位ベク
トルのプロットであるＦＥＭモーダル解析描写を示す上面図であり、　ｉ）は、基礎振動
板共振モードの結果として得られた変位ベクトルのプロットであるＦＥＭモーダル解析描
写を示す側面立面図であり、　ｊ）は、図Ｕ２ｉに示されたＦＥＭモーダル解析描写のノ
ード軸領域の詳細図であり、　ｋ）は、基礎振動板共振モードの結果として得られた変位
のプロットであるＦＥＭモーダル解析描写を示す３Ｄ等角図であり、　ｌ）は、基礎振動
板共振モードの結果として得られた変位のプロットであるＦＥＭモーダル解析描写を示す
上面図であり、　ｍ）は、基礎振動板共振モードの結果として得られた変位のプロットで
あるＦＥＭモーダル解析描写を示す側面立面図である。
【図Ｕ３】実施例Ｕのトランスデューサ及び図Ｕ１に示されたデカップリング・マウント
のトランスデューサ組立体を示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、
３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、デカップリング・マウントに対するドライバ基部構造の移
動を含む共振モードの結果として得られた変位のプロットであるＦＥＭモーダル解析描写
を示す３Ｄ等角図であり、　ｄ）は、デカップリング・マウントに対するドライバ基部構
造の移動を含む共振モードの結果として得られた変位のプロットであるＦＥＭモーダル解
析描写を示す代替の３Ｄ等角図である。
【図Ｕ４】図Ｕ２に示された実施例Ｕのトランスデューサの振動板組立体を示す図であっ
て、　ｅ）は、３Ｄ等角図であり、　ｆ）は、正面立面図であり、　ｇ）は、平面図であ
り、　ｈ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｖ１】予圧を組み込む従来技術のベアリング組立体を示す図であって、　ａ）は、側
面立面図であり、　ｂ）は、正面立面図であり、　ｃ）は、３Ｄ等角図であり、　ｄ）は
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、断面図（図Ｖ１ａの断面Ａ－Ａ）であり、　ｅ）は、図Ｋ１ｇに示された磁束ギャップ
の詳細図である。
【図Ｖ２】図Ｖ１に示されたベアリング組立体のベアリング・レースを示す図であって、
　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、正面立面図であり、　ｃ）は、断面図（図Ｖ２
ｂの断面Ｅ－Ｅ）であり、　ｄ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｗ１】図Ｋ１に示された実施例Ｋのヒンジ動作スピーカ・ドライバをそれぞれの側が
組み込む１対の開放式サーカムオーラル・ヘッドホンの実施例Ｗを示す図であって、　ａ
）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、平面図であり、　ｃ）は、側面立面図である。
【図Ｗ２】実施例Ｗのヒンジ動作スピーカ・ドライバを組み込む、図Ｗ１に示された１対
のヘッドホンの右側イヤ・カップを示す図であって、　ａ）は、カップの外向きの裏面を
示す３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、カップのパッドの入った側を示す３Ｄ等角図であり、
　ｃ）は、カップの裏面立面図であり、　ｄ）は、断面図（図Ｗ２ｃの断面Ａ－Ａ）であ
り、　ｅ）は、断面図（図Ｗ２ｄの断面Ｂ－Ｂ）であり、　ｆ）は、図Ｗ２ｅに示された
デカップリング・マウントの詳細図であり、　ｇ）は、断面図（図Ｗ２ｄの断面Ｄ－Ｄ）
であり、　ｈ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｗ３ａ】図Ｗ２ｄのイヤ・カップに示されたセクションを含むが、図Ｗ１ａ中のヘッ
ドホンのヘッドバンドによって人間の耳及び頭部に対して保持されたそれをその場で示す
概略／断面図である。
【図Ｘ１】図Ｋ１に示されたヒンジ動作の実施例Ｋのトランスデューサを組み込むイヤホ
ンの実施例Ｘを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ等角図であり、　ｂ）は、平面図であり
、　ｃ）は、端面図であり、　ｄ）は、断面図（図Ｘ１ｃの断面Ａ－Ａ）であり、　ｅ）
は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｘ２】図Ｘ１ｄに示された実施例Ｐのイヤホンの断面図を含み、人間の耳の断面概略
図内でそれをその場で示す概略図である。
【図Ｙ１】１対のデカップリングされる直線動作スピーカ・ドライバであって、その磁石
組立体及び振動板組立体が図Ｐ１の実施例Ｐにも使用される直線動作スピーカ・ドライバ
を組み込むスープラオーラル式ヘッドホンの実施例Ｙを示す図であって、　ａ）は、３Ｄ
等角図であり、　ｂ）は、正面図であり、　ｃ）は、側面立面図である。
【図Ｙ２】実施例Ｐのドライバを組み込む図Ｙ１ａに示された１対のヘッドホンの右側イ
ヤ・カップを示す図であって、　ａ）は、カップのパッドの入った側を示す３Ｄ等角図で
あり、　ｂ）は、カップの外向きの裏面を示す３Ｄ等角図であり、　ｃ）は、カップの裏
面立面図であり、　ｄ）は、カップの側面立面図であり、　ｅ）は、断面図（図Ｙ２ｃの
断面Ａ－Ａ）であり、　ｆ）は、断面図（図Ｙ２ｅの断面Ｂ－Ｂ）であり、　ｇ）は、図
Ｙ２ｅに示されたトランスデューサの詳細図であり、　ｈ）は、図Ｙ２ｇに示されたトラ
ンスデューサ 磁束ギャップの詳細図であり、　ｉ）は、分解組立３Ｄ等角図である。
【図Ｙ３】図Ｖ２の実施例Ｙのイヤ・カップのトランスデューサ組立体の分解組立３Ｄ等
角図である。
【図Ｙ４】図Ｙ２ｅに示された実施例Ｙのスープラオーラル式イヤ・カップの断面図を含
むと共に、人間の耳の断面概略図に位置するそれをその場で示す概略図である。
【図Ｚ１】図Ｋ１に示された実施例Ｋのトランスデューサに類似すると共に、図Ｋ３に示
されたデカップリング・システムに類似するやり方でエンクロージャからデカップリング
される、高音域ヒンジ動作トランスデューサ（ｔｒｅｂｌｅ　ｈｉｎｇｅ　ａｃｔｉｏｎ
　ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）と中低音域ヒンジ動作トランスデューサ（ｍｉｄ－ｂａｓｓ　
ｈｉｎｇｅ　ａｃｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）の２つのドライバを組み込む床上に
立つコンピュータ・スピーカの実施例Ｚを示す図であって、　ａ）は、正面図であり、　
ｂ）は、側面立面図であり、　ｃ）は、３Ｄ等角図であり、　ｄ）は、図Ｚ１ｃの詳細図
である。
【発明を実施するための形態】
【０７９９】
　次に、オーディオ・トランスデューサ又は関連した構造、機構、デバイス、組立体、又
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はシステムの様々な実施例又は構成を詳細に説明する。これらは、図面を参照して説明さ
れる。本明細書において、例えば、図Ａ１などの特定の図番号の参照は、この番号を頭に
付ける全ての図、例えば、図Ａ１ａ～図Ａ１ｆを含むことが意図される。図面に示された
オーディオ・トランスデューサの実施例は、明確にするために 実施例Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、
Ｇ、Ｇ９、Ｈ３、Ｈ４、Ｋ、Ｐ、Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｗ、Ｘ、Ｙ、及びＺと呼ばれる。
【０８００】
　本発明のオーディオ・トランスデューサ、或いは関連した構造、機構、デバイス、組立
体、又はシステムの実施例又は構成は、場合によってはスピーカ・ドライバなどの電気音
響トランスデューサを参照して説明される。別段の定めがない限り、そうでなければ、オ
ーディオ・トランスデューサ、或いは関連した構造、機構、デバイス、組立体、又はシス
テムは、マイクロホンなどの音響電気トランスデューサとして又はその中で実施され得る
。したがって、本明細書に使用されるとき、別段の定めがない限り、オーディオ・トラン
スデューサという用語は、スピーカとマイクロホンの実施の両方を含むことが意図される
。
【０８０１】
　本明細書中に記載されたオーディオ・トランスデューサ、或いは関連した構造、機構、
デバイス、組立体、又はシステの実施例又は構成は、オーディオ・トランスデューサ・シ
ステムに関連した１つ又は複数のタイプの不要な共振に対処するように設計されている。
【０８０２】
　本明細書中に記載されたオーディオ・トランスデューサの実施例のそれぞれにおいて、
オーディオ・トランスデューサは、トランスデューサ基部構造及び／又はハウジング、支
持体、若しくはバッフルの部分などの基部に対して移動可能に接続される振動板組立体を
備える。基部は、振動板組立体よりも比較的大きい質量を有する。振動板組立体に関連し
た変換機構は、電気音響トランスデューサの場合には、電気エネルギーに応じて振動板組
立体を移動させる。振動板組立体の運動を別な方法で電気エネルギーに変換する代替の変
換機構が、実施されてもよいことが理解されよう。本明細書では、変換機構は、励起機構
とも呼ばれ得る。
【０８０３】
　本発明の実施例では、電磁石変換機構が使用される。典型的には、電磁石変換機構は、
磁界を発生させるように構成された磁気構造と、磁界内に位置し受信した電気信号に応じ
て移動するように構成された少なくとも１つの電気コイルとを備える。電磁石変換機構は
、磁気構造と電気コイルの間の接続を必要としないので、一般に、機構の一方の部分は、
トランスデューサ基部構造に接続され、機構の他方の部分は、振動板組立体に接続される
。本明細書中に記載された好ましい構成では、より重い磁気構造が、トランスデューサ基
部構造の部分を形成し、比較的より軽い１つ又は複数のコイルが、振動板組立体の部分を
形成する。例えば圧電機構、静電機構、又は当業界で知られている任意の他の適切な機構
を含む代替の変換機構が、本発明の範囲から逸脱することなく、説明された実施例のそれ
ぞれにおいて、別な方法で組み込まれてもよいことが理解されよう。
【０８０４】
　振動板組立体は、振動板サスペンション・マウンティング・システムを介して基部に対
して移動可能に接続される。２つのタイプのオーディオ・トランスデューサ、すなわち、
振動板組立体が基部に対して回転可能に振動する回転動作オーディオ・トランスデューサ
、及び振動板組立体が基部に対して往復直線運動／振動する直線動作オーディオ・トラン
スデューサは、本明細書に説明されている。回転動作オーディオ・トランスデューサの実
例は、実施例Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔ、Ｗ、及びＸのオーディオ・トランスデューサ
に示されている。回転動作オーディオ・トランスデューサでは、サスペンション・マウン
ティング・システムは、振動板組立体を基部に回転可能に接続するように構成されたヒン
ジ・システムを備える。直線動作オーディオ・トランスデューサの実例は、実施例Ｇ、Ｇ
９、Ｐ、Ｕ、及びＹのオーディオ・トランスデューサに示されている。
【０８０５】
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　オーディオ・トランスデューサは、オーディオ・トランスデューサ組立体を形成するよ
うにハウジング又はサラウンドが収容され得、これは、例えば、複数のオーディオ・トラ
ンスデューサ組立体を含み得るオーディオ・デバイス、又はイヤホン・デバイス若しくは
ヘッドホン・デバイスの部分などのオーディオ・デバイスの部分を形成することもできる
。いくつかの実施例では、トランスデューサ基部構造は、オーディオ・トランスデューサ
組立体のハウジング又はサラウンドの一部を形成し得る。オーディオ・トランスデューサ
、又は少なくとも振動板組立体は、マウンティング・システムを介してハウジング又はサ
ラウンドにマウントされる。オーディオ・トランスデューサをハウジング又はサラウンド
からデカップリングするように構成されるマウンティング・システムのタイプは、動作中
の不要な共振によるオーディオ・トランスデューサからハウジングへ（及び逆もまた同様
）の機械的振動の伝達を少なくとも軽減するようになっており、例えば、実施例のいくつ
かを参照して説明され、以下、デカップリング・マウンティング・システムと呼ばれる。
【０８０６】
　オーディオ・トランスデューサに関連する様々な構造、機構、デバイス、組立体、又は
システムを説明すると共に、これらの構造、機構、デバイス、組立体、又はシステムを組
み込む様々なオーディオ・トランスデューサの実施例も説明するために、以下の説明は、
複数のセクションに分割されている。詳細には、この説明は、以下の主要なセクション、
　・　オーディオ・トランスデューサの実施例の概要、
　・　剛性振動板構造及び組立体、並びにそれを組み込むオーディオ・トランスデューサ
、
　・　振動板サスペンション・システム、及びそれを組み込む回転動作オーディオ・トラ
ンスデューサ、
　・　デカップリング・マウンティング・システム、及びそれを組み込むオーディオ・ト
ランスデューサ、
　・　本発明のオーディオ・トランスデューサを組み込む個人用オーディオ・デバイス、
並びに
　・　好ましいトランスデューサ基部構造設計
を含む。
【０８０７】
　これらのセクションの下で説明される様々な構造、組立体、機構、デバイス、又はシス
テムは、本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例のいくつかに関連して説明され
るが、代替として、これらの構造、組立体、機構、デバイス、又はシステムは、本発明の
範囲から逸脱することなく任意の他の適切なオーディオ・トランスデューサ組立体に組み
込まれてもよいことが理解されよう。さらに、本発明のオーディオ・トランスデューサの
実施例は、説明されるような様々な構造、組立体、機構、デバイス、又はシステムのうち
１つ又は複数のいくらかの組み合わせを組み込む。しかし、代替として、当業者は、本発
明の範囲から逸脱することなく、これらの実施例の下で説明される様々な構造、組立体、
機構、デバイス、又はシステムのうち１つ又は複数の任意の他の組み合わせを組み込むオ
ーディオ・トランスデューサを構成することができることが理解されよう。
【０８０８】
　以下の説明は、本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例に組み込まれ得る、或
いはオーディオ・トランスデューサに関連する様々な構造、組立体、機構、デバイス、又
はシステムの任意の組み合わせを含むオーディオ・トランスデューサが中に組み込まれ得
る、様々な適切なオーディオ・トランスデューサ応用を説明するためのセクションも含む
。したがって、そのようなトランスデューサを組み込むヘッドホン又はイヤホンなどの個
人用オーディオ・デバイスを含むオーディオ・デバイスの実施例は、やはり図面を参照し
て説明される。
【０８０９】
　オーディオ・トランスデューサ、オーディオ・デバイス、或いは様々な構造、組立体、
機構、デバイス、又はシステムのいずれかを構成する方法は、簡潔のために、いくつかに
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ついて説明されており、全ての実施例についてではない。したがって、説明した実施例、
及び／又は以下の説明から当業者に明らかである関連した構造、組立体、機構、デバイス
、若しくはシステムのそれぞれに関連した構成方法は、本発明の範囲内に含まれることも
意図される。さらに、本発明は、本明細書中に記載されたオーディオ・トランスデューサ
、及び関連した構造、組立体、機構、デバイス、又はシステムの原理及び／又は特徴を用
いてオーディオ信号を変換する方法も含むことも意図される。
【０８１０】
　まず、オーディオ・トランスデューサの実施例のいくつかの簡潔な概要が与えられる。
【０８１１】
１．　オーディオ・トランスデューサの実施例の概要
１．１　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサ
　図Ａ１～図Ａ７及び図Ａ１５は、本発明の実施例Ａのオーディオ・トランスデューサを
示す。オーディオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトラ
ンスデューサ基部構造Ａ１１５に回転可能に接続される振動板組立体Ａ１０１を備える回
転動作オーディオ・トランスデューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動
板構造Ａ１３００を備える。この振動板構造の特徴は、本明細書のセクション２．２の下
で詳細に説明される。振動板構造の可能な変形は、図Ａ８～図Ａ１２にも示され、本明細
書のセクション２．２の下で詳細に説明される。トランスデューサ基部構造は、本明細書
のセクション６の下で説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパ
クトなジオメトリを有する。トランスデューサ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセク
ション２．２にも与えられる。
【０８１２】
　示される通り、振動板組立体Ａ１０１は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造Ａ１１５に回転可能に接続される。本実施例では、接触ヒンジ・
システムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続するために使用
される。これは、図Ａ２～図Ａ４に詳細に示されている。本実施例に関連する接触ヒンジ
・システムの特徴は、本明細書のセクション３．２．２に詳細に説明されている。本実施
例の代替構成では、代替の接触ヒンジ・システムが、オーディオ・トランスデューサに組
み込まれてもよい。例えば、オーディオ・トランスデューサは、セクション３．２．１に
述べられる原理に従って設計されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｓとの関連でセ
クション３．２．３ａの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｔとの関連
でセクション３．２．３ｂの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｋとの
関連でセクション３．２．４の下で説明されるような接触ヒンジ・システム、又は実施例
Ｅとの関連でセクション３．２．５の下で説明されるような接触ヒンジ・システムを備え
てもよい。さらに別の代替構成のセットでは、実施例Ａの接触ヒンジ・システムは、本明
細書のセクション３．３の下で説明されるフレキシブル・ヒンジ・システムのいずれか１
つの代わりに用いられてもよい。代替として、例えば、実施例Ａのオーディオ・トランス
デューサは、実施例Ｂとの関連でセクション３．３．１の下で説明されるようなフレキシ
ブル・ヒンジ・システム、本明細書のセクション３．３．１の下で説明される代替のフレ
キシブル・ヒンジ・システム、又は実施例Ｄとの関連でセクション３．３．３の下で説明
されるようなフレキシブル・ヒンジ・システムのいずれか１つを組み込んでもよい。
【０８１３】
　図Ａ６～図Ａ７に示されるように、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、トラ
ンスデューサを収容するように構成されているハウジングＡ６０１内に収納されることが
好ましい。ハウジングは、用途に応じて特定のオーディオ・デバイスを構成するのに必要
な任意のタイプのものであり得る。本明細書のセクション２．３の下で詳細に説明される
ように、その場で、ハウジング内に収容された振動板組立体は、ハウジングの内部と実質
的に物理的に連結しない外周部を備える。しかしながら、本実施例の代替構成では、振動
板組立体は、その場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外周部を有し得
ない。
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【０８１４】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、本発明のデカップリング・マウンティ
ング・システムを介してハウジングＡ６０１に対してマウントされる。実施例Ａのデカッ
プリング・マウンティング・システムは、本明細書のセクション４．２．１の下で詳細に
説明される。本実施例の代替構成では、デカップリング・マウンティング・システムは、
例えば、実施例Ｅとの関連でセクション４．２．２に説明されるデカップリング・マウン
ティング・システム、実施例Ｕとの関連でセクション４．２．３に説明されるデカップリ
ング・マウンティング・システム、又は本明細書のセクション４．３に概説された設計原
理に従って設計され得る任意の他のデカップリング・マウンティング・システムなどの本
明細書に説明される任意の他のデカップリング・マウンティング・システムによって置き
換えられてもよい。
【０８１５】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの性能は、図１４に示され、本明細書のセク
ション４．２．１に説明されている。
【０８１６】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション２．２の下で詳細に説明される。本実施例の代
替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような圧電
変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意の他
の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８１７】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ａのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ａのオーディオ・
トランスデューサは、実施例Ｋ、Ｗ、Ｘ、及びＨの個人用オーディオ・デバイスについて
それぞれセクション５．２．２、５．５．３、５．２．４、又は５．２．７の下で説明さ
れ、個人用オーディオ・デバイスとして実施される、或いは本明細書中のセクション５．
２．８の下で概説されるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修正、又
は変形に関連して組み込まれるサラウンド又はハウジングのいずれか１つの内に収納する
ことができる。別の実施は、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサがヘッドホン・デ
バイスに用いられている図Ｈ３との関連で示されている。図示されるように、それぞれの
ヘッドホン・カップは、スピーカの全帯域幅を与えるために、実施例Ａに従って構成され
た複数のオーディオ・トランスデューサを備える。図Ｈ４は、単一の実施例Ａのオーディ
オ・トランスデューサが、１セットのイヤホンのイヤホン・プラグのどちらにでも挿入さ
れるさらに別の実施を示す。
【０８１８】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８１９】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ａの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、並
びに／又は変換機構に対して組み込んで構成することができる。
【０８２０】
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１．２　実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｂ１～図Ｂ４は、本発明の実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサを示す。オーデ
ィオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトランスデューサ
基部構造Ｂ１２０に回転可能に接続される振動板組立体Ｂ１０１を備える回転動作オーデ
ィオ・トランスデューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備え
る。この振動板構造の特徴は、本明細書のセクション３．３．１ｆの下で詳細に説明され
る。振動板構造は、本明細書のセクション２．２及び２．３の下で説明される任意の他の
振動板構造の代わりに用いられてもよい。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセク
ション６の下で説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトな
ジオメトリを備える。トランスデューサ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセクション
３．３．１ｅにも与えられる。
【０８２１】
　示される通り、振動板組立体Ｂ１０１は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造Ｂ１２０に回転可能に接続される。本実施例では、フレキシブル
・ヒンジ・システムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続する
ために使用される。これは、図Ｂ２及び図Ｂ３に詳細に示されている。本実施例に関連す
るフレキシブル・ヒンジ・システムの特徴は、本明細書のセクション３．３．１ａ～３．
３．１ｄに詳細に説明されている。本実施例の代替構成では、代替のフレキシブル・ヒン
ジ・システムが、オーディオ・トランスデューサに組み込まれてもよい。例えば、本明細
書のセクション３．３．２の下で説明される代替のフレキシブル・ヒンジ・システム、又
は実施例Ｄとの関連でセクション３．３．３の下で説明されるようなフレキシブル・ヒン
ジ・システムのいずれか１つが、代わりに組み込まれてもよい。さらに別の代替構成のセ
ットでは、実施例Ｂのフレキシブル・ヒンジ・システムは、本発明の接触ヒンジ・システ
ムによって置き換えられてもよい。例えば、代替として、実施例Ｂのオーディオ・トラン
スデューサは、セクション３．２．１に述べられる原理に従って設計されるような接触ヒ
ンジ・システム、実施例Ａとの関連でセクション３．２．２の下で説明されるような接触
ヒンジ・システム、実施例Ｓとの関連でセクション３．２．３ａの下で説明されるような
接触ヒンジ・システム、実施例Ｔとの関連でセクション３．２．３ｂの下で説明されるよ
うな接触ヒンジ・システム、実施例Ｋとの関連でセクション３．２．４の下で説明される
ような接触ヒンジ・システム、又は実施例Ｅとの関連でセクション３．２．５の下で説明
されるような接触ヒンジ・システムを備えてもよい。
【０８２２】
　図Ｂ４に示されるように、実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサは、少なくとも振
動板組立体を収容するように構成された振動板ハウジングＢ４０１を備えることができる
。振動板ハウジングは、隣接した振動板組立体を収納するように強固に接続されトランス
デューサ基部構造から延びる。トランスデューサ基部構造と組み合わされるハウジングは
、トランスデューサ基部組立体を形成する。振動板組立体ハウジングは、本明細書のセク
ション３．３．１ｇの下で詳細に説明される。その場で、ハウジング内に収容された振動
板組立体は、ハウジングの内部と実質的に物理的に連結しない外周部を備える。空気間隙
Ｂ４０５及びＢ４０６は、振動板周辺部（ｄｉａｐｈｒａｇｍ　ｐｅｒｉｐｈｅｒｙ）を
ハウジングから隔てる。したがって、本実施例のオーディオ・トランスデューサは、本明
細書のセクション２．３に概説された設計原理のいずれか１つ又は複数に従って構成する
ことができる。しかしながら、本実施例の代替構成では、振動板組立体は、その場で関連
したハウジングと実質的に物理的に連結しない外周部を有し得ない。
【０８２３】
　オーディオ・デバイス内で実施されるオーディオ・トランスデューサは、本発明のデカ
ップリング・マウンティング・システムを介してオーディオ・デバイスのハウジング又は
他のサラウンドに対してマウントすることができる。例えば、実施例Ｅとの関連でセクシ
ョン４．２．２に説明されるデカップリング・マウンティング・システムを使用すること
ができる。代替として、例えば、実施例Ａとの関連でセクション４．２．１に説明される
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デカップリング・マウンティング・システム、実施例Ｕとの関連でセクション４．２．３
に説明されるデカップリング・マウンティング・システム、又は本明細書のセクション４
．３に概説された設計原理に従って設計され得る任意の他のデカップリング・マウンティ
ング・システムを含む本明細書に説明される任意の他のデカップリング・マウンティング
・システムが、代わりに利用されてもよい。
【０８２４】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション３．３．１ｅの下で詳細に説明される。本実施
例の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるよう
な圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任
意の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８２５】
　実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｂのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｂにおけるオーデ
ィオ・トランスデューサは、実施例Ｋ、Ｗ、Ｘ、及びＨの個人用オーディオ・デバイスに
ついてそれぞれセクション５．２．２、５．５．３、５．２．４、又は５．２．７の下で
説明されるサラウンド又はハウジングのいずれか１つの内に収納され、個人用オーディオ
・デバイスとして実施することができ、或いは本明細書中のセクション５．２．８の下で
概説されるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修正、又は変形に関連
して組み込むことができる。
【０８２６】
　実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８２７】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｂの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、並
びに／又は変換機構に対して組み込んで構成することができる。
【０８２８】
１．３　実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｄ１及び図Ｄ２は、本発明の実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサを示す。オー
ディオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトランスデュー
サ基部構造Ｄ１０４に回転可能に接続される振動板組立体を備える回転動作オーディオ・
トランスデューサである。振動板組立体は、回転軸を中心にして半径方向に間隔をおいて
配置される複数の実質的に剛性である振動板構造を備える。この振動板組立体設計の特徴
は、本明細書のセクション３．３．３に説明される。それぞれの振動板構造は、代替構成
において本明細書のセクション２．２及び２．３の下で説明される任意の他の振動板構造
によって置き換えられてもよい。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセクション６
の下で説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジオメト
リを有する。トランスデューサ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセクション３．３．
３においても与えられる。
【０８２９】
　示される通り、振動板組立体は、振動板サスペンション・システムを介してトランスデ
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ューサ基部構造に回転可能に接続される。本実施例では、フレキシブル・ヒンジ・システ
ムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続するために使用される
。これは、図Ｄ２ｅに詳細に示されている。本実施例に関連するフレキシブル・ヒンジ・
システムの特徴は、本明細書のセクション３．３．３に詳細に説明されている。本実施例
の代替構成では、代替のフレキシブル・ヒンジ・システムが、オーディオ・トランスデュ
ーサに組み込まれてもよい。例えば、本明細書のセクション３．３．２の下で説明される
代替のフレキシブル・ヒンジ・システム、又は実施例Ｂとの関連でセクション３．３．１
の下で説明されるようなフレキシブル・ヒンジ・システムのいずれか１つが、代わりに組
み込まれてもよい。さらに別の代替構成のセットでは、実施例Ｄのフレキシブル・ヒンジ
・システムは、本発明の接触ヒンジ・システムによって置き換えられてもよい。例えば、
代替として、実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサは、セクション３．２．１に述べ
られる原理に従って設計されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ａとの関連でセクシ
ョン３．２．２の下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｓとの関連でセク
ション３．２．３ａの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｔとの関連で
セクション３．２．３ｂの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｋとの関
連でセクション３．２．４の下で説明されるような接触ヒンジ・システム、又は実施例Ｅ
との関連でセクション３．２．５の下で説明されるような接触ヒンジ・システムを備えて
もよい。
【０８３０】
　図Ｄ２に示されるように、実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサは、少なくとも振
動板組立体を収容するように構成された振動板ハウジングＤ２０３を備えることができる
。振動板ハウジングは、隣接した振動板組立体を収納するように強固に接続されトランス
デューサ基部構造から延びる。トランスデューサ基部構造と組み合わされるハウジングは
、トランスデューサ基部組立体を形成する。振動板組立体ハウジングは、本明細書のセク
ション３．３．３の下で詳細に説明される。その場で、ハウジング内に収容された振動板
組立体は、ハウジングの内部と実質的に物理的に連結しない外周部を備える。空気間隙は
、振動板周辺部をハウジングから隔てる。したがって、本実施例のオーディオ・トランス
デューサは、本明細書のセクション２．３に概説された設計原理のいずれか１つ又は複数
に従って構成することができる。しかしながら、本実施例の代替構成では、振動板組立体
は、その場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外周部を有し得ない。
【０８３１】
　オーディオ・デバイス内で実施されるオーディオ・トランスデューサは、本発明のデカ
ップリング・マウンティング・システムを介してオーディオ・デバイスのハウジング又は
他のサラウンドに対してマウントすることができる。例えば、実施例Ｅとの関連でセクシ
ョン４．２．２に説明されるデカップリング・マウンティング・システムを使用すること
ができる。代替として、例えば、実施例Ａとの関連でセクション４．２．１に説明される
デカップリング・マウンティング・システム、実施例Ｕとの関連でセクション４．２．３
に説明されるデカップリング・マウンティング・システム、又は本明細書のセクション４
．３に概説された設計原理に従って設計され得る任意の他のデカップリング・マウンティ
ング・システムを含む本明細書に説明される任意の他のデカップリング・マウンティング
・システムが、代わりに利用されてもよい。
【０８３２】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション３．３．３の下で詳細に説明される。本実施例
の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような
圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意
の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８３３】
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　実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｂのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｄのオーディオ・
トランスデューサは、実施例Ｋ、Ｗ、Ｘ、及びＨの個人用オーディオ・デバイスについて
それぞれセクション５．２．２、５．５．３、５．２．４、又は５．２．７の下で説明さ
れるサラウンド又はハウジングのいずれか１つの内に収納され、個人用オーディオ・デバ
イスとして実施することができ、或いは本明細書中のセクション５．２．８の下で概説さ
れるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修正、又は変形に関連して組
み込むことができる。
【０８３４】
　実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサは、いくつかの構成では、別な方法で、本明
細書のセクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランス
デューサとして実施されてもよいことが理解されよう。
【０８３５】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｄの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、並
びに／又は変換機構に対して組み込んで構成することができる。
【０８３６】
１．４　実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｅ１～図Ｅ４は、本発明の実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサを示す。オーデ
ィオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトランスデューサ
基部構造Ｅ１１８に回転可能に接続される振動板組立体Ｅ１０１を備える回転動作オーデ
ィオ・トランスデューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備え
る。この振動板構造の特徴は、本明細書のセクション３．２．５の下で詳細に説明される
。振動板構造は、本明細書のセクション２．２及び２．３の下で説明される任意の他の振
動板構造の代わりに用いられてもよい。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセクシ
ョン６の下で説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジ
オメトリを有する。トランスデューサ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセクション３
．３．５においても与えられる。
【０８３７】
　示される通り、振動板組立体Ｅ１０１は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造Ｅ１１８に回転可能に接続される。本実施例では、接触ヒンジ・
システムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続するために使用
される。これは、図Ｅ１ｂ～図Ｅ１ｊ及び図Ｅ３に詳細に示されている。本実施例に関連
する接触ヒンジ・システムの特徴は、本明細書のセクション３．２．５に詳細に説明され
ている。本実施例の代替構成では、代替の接触ヒンジ・システムは、オーディオ・トラン
スデューサに組み込まれてもよい。例えば、オーディオ・トランスデューサは、セクショ
ン３．２．１に述べられる原理に従って設計されるような接触ヒンジ・システム、実施例
Ａとの関連でセクション３．２．２の下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施
例Ｓとの関連でセクション３．２．３ａの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、
実施例Ｔとの関連でセクション３．２．３ｂの下で説明されるような接触ヒンジ・システ
ム、又は実施例Ｋとの関連でセクション３．２．４の下で説明されるような接触ヒンジ・
システムを含み得る。さらに別の代替構成のセットでは、実施例Ｅの接触ヒンジ・システ
ムは、本明細書のセクション３．３の下で説明されるフレキシブル・ヒンジ・システムの
いずれか１つの代わりに用いられてもよい。代替として、例えば、実施例Ｅのオーディオ
・トランスデューサは、実施例Ｂとの関連でセクション３．３．１の下で説明されるよう
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なフレキシブル・ヒンジ・システム、本明細書のセクション３．３．１の下で説明される
代替のフレキシブル・ヒンジ・システムのいずれか１つ、又は実施例Ｄとの関連でセクシ
ョン３．３．３の下で説明されるようなフレキシブル・ヒンジ・システムを組み込んでも
よい。
【０８３８】
　図Ｅ４に示されるように、実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサは、少なくとも振
動板組立体を収容するように構成された振動板ハウジングＥ２０１を備えることができる
。振動板ハウジングは、隣接した振動板組立体を収納するように強固に接続されトランス
デューサ基部構造から延びる。トランスデューサ基部構造と組み合わされるハウジングは
、トランスデューサ基部組立体を形成する。振動板組立体ハウジングは、本明細書のセク
ション４．２．２の下で詳細に説明される。その場で、ハウジング内に収容された振動板
組立体は、ハウジングの内部と実質的に物理的に連結しない外周部を備える。空気間隙Ｅ
２０５及びＥ２０６は、振動板周辺部をハウジングから隔てる。したがって、本実施例の
オーディオ・トランスデューサは、本明細書のセクション２．３に概説された設計原理の
いずれか１つ又は複数に従って構成することができる。しかしながら、本実施例の代替構
成では、振動板組立体は、その場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外
周部を有し得ない。
【０８３９】
　オーディオ・デバイス内で実施されるオーディオ・トランスデューサは、本発明のデカ
ップリング・マウンティング・システムを介してオーディオ・デバイスのハウジング又は
他のサラウンドに対してマウントすることができる。可能なデカップリング・マウンティ
ング・システムは、本明細書のセクション４．２．２の下で詳細に説明される。代替とし
て、例えば、実施例Ａとの関連でセクション４．２．１に説明されるデカップリング・マ
ウンティング・システム、実施例Ｕとの関連でセクション４．２．３に説明されるデカッ
プリング・マウンティング・システム、又は本明細書のセクション４．３に概説された設
計原理に従って設計され得る任意の他のデカップリング・マウンティング・システムを含
む本明細書に説明される任意の他のデカップリング・マウンティング・システムが、代わ
りに利用されてもよい。
【０８４０】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション３．２．５の下で詳細に説明される。本実施例
の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような
圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意
の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８４１】
　実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｅのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｅのオーディオ・
トランスデューサは、実施例Ｋ、Ｗ、Ｘ、及びＨの個人用オーディオ・デバイスについて
それぞれセクション５．２．２、５．５．３、５．２．４、又は５．２．７の下で説明さ
れるサラウンド又はハウジングのいずれか１つの内に収納され、個人用オーディオ・デバ
イスとして実施することができ、或いは本明細書中のセクション５．２．８の下で概説さ
れるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修正、又は変形に関連して組
み込むことができる。
【０８４２】
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　実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８４３】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｅの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、並
びに／又は変換機構に対して組み込んで構成することができる。
【０８４４】
１．５　実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｇ１及び図Ｇ２は、本発明の実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサを示す。オー
ディオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムＧ１０２、Ｇ１０５を介
してトランスデューサ基部構造（Ａ１０４、Ｇ１０６、及びＧ１０７）に移動可能に連結
される振動板組立体Ｇ１０１を備える直線動作オーディオ・トランスデューサである。振
動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備える。この振動板構造の特徴は、本明
細書のセクション２．２の下で詳細に説明される。振動板構造は、本明細書のセクション
２．２及び２．３の下で説明される任意の他の振動板構造の代わりに用いられてもよい。
本実施例の振動板構造に関するいくつかの変形例は、図Ｇ３～図Ｇ８を参照して本明細書
のセクション２．２にやはり説明される。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセク
ション６の下で説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトな
ジオメトリを有する。トランスデューサ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセクション
２．２にも与えられる。
【０８４５】
　示される通り、振動板組立体Ｇ１０１は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造に直線的に連結される。本実施例では、従来のフレキシブル・サ
ラウンドＧ１０２及びスパイダＧ１０５のサスペンションが、図Ｇ１ｃに示されると共に
、セクション２．２に詳細に説明されているように使用される。本実施例の代替構成では
、強磁性振動板サスペンションが、例えば、本明細書のセクション５．２．１及び５．２
．５における実施例Ｐ及びＹのオーディオ・トランスデューサとの関連で説明されるよう
に使用され得る。
【０８４６】
　図Ｇ１に示されるように、オーディオ・トランスデューサは、少なくとも振動板組立体
を収容するように構成された振動板ハウジング又はサラウンドＧ１０３を備えることがで
きる。その場で、ハウジング内に収容された振動板組立体は、フレキシブル・サラウンド
Ｇ１０２及びスパイダＧ１０５を介してハウジングの内部と実質的に物理的に連結してい
る外周部を備える。代替構成では、図Ｇ９におけるサブ構成Ｇ９に示されるように、オー
ディオ・トランスデューサは、サラウンドと実質的に物理的に連結しない振動板の外周部
が構成されてもよい。いくつかの構成では、フェロ流体支持体（ｆｅｒｒｏｆｌｕｉｄ　
ｓｕｐｐｏｒｔ）は、サラウンド及びスパイダに取って代わってもよく、又はサラウンド
及びスパイダ連結は、セクション２．３における実質的にフリーのセットの基準を満たす
ようにかなり大きく減じられてもよい。
【０８４７】
　オーディオ・デバイス内で実施されるオーディオ・トランスデューサは、本発明のデカ
ップリング・マウンティング・システムを介してオーディオ・デバイスのハウジング又は
他のサラウンドに対してマウントすることができる。可能なデカップリング・マウンティ
ング・システムは、例えば、実施例Ｕとの関連でセクション４．２．３に説明されるデカ
ップリング・マウンティング・システム、又は本明細書のセクション４．３に概説された
設計原理に従って設計され得る任意の他のデカップリング・マウンティング・システムを
含む。
【０８４８】
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　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースＧ１０６、Ｇ１０７を有する永久磁石Ａ１０４と、磁界と作動可能
に接続されている１つ又は複数のコイルＧ１１２の形態の１つ又は複数の力伝達又は発生
構成要素とを備える電磁石励起／変換機構を含む。これは、本明細書のセクション２．２
の下で詳細に説明される。本実施例の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセ
クション７の下で概説されるような圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機
構などの当業界で知られている任意の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８４９】
　実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｇのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｇにおけるオーデ
ィオ・トランスデューサは、それぞれ実施例Ｐ及びＹの個人用オーディオ・デバイスのた
めのセクション５．２．１及び５．２．５の下で説明されるサラウンド又はハウジングの
いずれか１つの内に収納され、個人用オーディオ・デバイスとして実施することができ、
又は本明細書中のセクション５．２．８の下で概説されるような任意の他の個人用オーデ
ィオ・デバイスの実施、修正、又は変形と組み合わされて関連付けることができる。
【０８５０】
　実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８５１】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｇの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、トランス
デューサ基部構造、及び／又は変換機構に対して組み込んで構成することができる。
【０８５２】
１．６　実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサ及び個人用オーディオ・デバイス
　図Ｋ１～図Ｋ５は、本発明の実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサを有する実施例
Ｋのオーディオ・デバイスを示す。実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサは、振動板
サスペンション・システムを介してトランスデューサ基部構造Ｋ１１８に回転可能に接続
される振動板組立体Ｋ１０１を備える回転動作オーディオ・トランスデューサである。振
動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備える。この振動板構造の特徴は、本明
細書のセクション５．２．２の下で詳細に説明される。振動板構造は、本明細書のセクシ
ョン２．２及び２．３の下で説明される任意の他の振動板構造の代わりに用いられてもよ
い。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセクション６の下で説明される好ましい設
計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジオメトリを有する。トランスデュー
サ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセクション５．２．２においても与えられる。
【０８５３】
　示される通り、振動板組立体Ｋ１０１は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造Ｋ１１８に回転可能に接続される。本実施例では、接触ヒンジ・
システムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続するために使用
される。これは、図Ｋ１ｈ～図Ｋ１ｍに詳細に示されている。本実施例に関連する接触ヒ
ンジ・システムの特徴は、本明細書のセクション３．２．４に詳細に説明されている。本
実施例の代替構成では、代替の接触ヒンジ・システムは、オーディオ・トランスデューサ
に組み込まれてもよい。例えば、オーディオ・トランスデューサは、セクション３．２．
１に述べられる原理に従って設計されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ａとの関連
でセクション３．２．２の下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｓとの関
連でセクション３．２．３ａの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、実施例Ｔと
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の関連でセクション３．２．３ｂの下で説明されるような接触ヒンジ・システム、又は実
施例Ｅとの関連でセクション３．２．５の下で説明されるような接触ヒンジ・システムを
備えることができる。さらに別の代替構成のセットでは、実施例Ｋの接触ヒンジ・システ
ムは、本明細書のセクション３．３の下で説明されるフレキシブル・ヒンジ・システムの
いずれか１つの代わりに用いられてもよい。代替として、例えば、実施例Ｋのオーディオ
・トランスデューサは、実施例Ｂとの関連でセクション３．３．１の下で説明されるよう
なフレキシブル・ヒンジ・システム、本明細書のセクション３．３．１の下で説明される
代替のフレキシブル・ヒンジ・システムのいずれか１つ、又は実施例Ｄとの関連でセクシ
ョン３．３．３の下で説明されるようなフレキシブル・ヒンジ・システムを組み込んでも
よい。
【０８５４】
　図Ｋ３及び図Ｋ４に示されるように、好ましくは、実施例Ｋのオーディオ・トランスデ
ューサは、トランスデューサを収容するように構成されているデバイスのサラウンドＫ３
０１内に収納される。ハウジングは、用途に応じて特定のオーディオ・デバイスを構成す
るのに必要な任意のタイプのものであり得る。本実施例の好ましい実施では、オーディオ
・トランスデューサは、個人用オーディオ・デバイス内に、特にヘッドホン・デバイスの
ヘッドホン・カップを用いて収納される。ヘッドホン・カップは、共振を減衰させる及び
／又はベース・ブースト（ｂａｓｅ　ｂｏｏｓｔ）を適度にするのを助けるために、動作
中に第１の空洞から別の空気（ｖｏｌｕｍｅ　ｏｆ　ａｉｒ）まで制限的なガス流路（ｒ
ｅｓｔｒｉｃｔｉｖｅ　ｇａｓｅｓ　ｆｌｏｗ　ｐａｔｈ）を与えるように構成された流
体通路の任意の形態を備えることもできる。この実施は、本明細書のセクション５．２．
２にさらに詳細に説明される。また、本明細書のセクション５．２．２の下で詳細にさら
に説明されるように、その場で、ハウジング内に収容された振動板組立体は、ハウジング
の内部と実質的に物理的に連結しない外周部を備える。しかしながら、本実施例の代替構
成では、振動板組立体は、その場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外
周部を有し得ない。
【０８５５】
　好ましくは、オーディオ・トランスデューサは、本発明のデカップリング・マウンティ
ング・システムを介してハウジングに対してマウントされる。実施例Ｋのデカップリング
・マウンティング・システムは、本明細書のセクション５．２．２の下で詳細に説明され
、セクション４．２．１の下で実施例Ａとの関連で説明されるものに類似している。本実
施例の代替構成では、デカップリング・マウンティング・システムは、例えば、実施例Ｅ
との関連でセクション４．２．２に説明されるデカップリング・マウンティング・システ
ム、実施例Ｕとの関連でセクション４．２．３に説明されるデカップリング・マウンティ
ング・システム、又は本明細書のセクション４．３に概説された設計原理に従って設計さ
れ得る任意の他のデカップリング・マウンティング・システムなどの本明細書に説明され
る任意の他のデカップリング・マウンティング・システムによって置き換えられてもよい
。
【０８５６】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション５．２．２の下で詳細に説明される。本実施例
の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような
圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意
の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８５７】
　実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
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例Ｋのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｋにおけるオーデ
ィオ・トランスデューサは、実施例Ｗ及びＸの個人用オーディオ・デバイスについてそれ
ぞれセクション５．５．３及び５．２．４の下で説明されるサラウンド又はハウジングの
いずれか１つの内に収納することができ、或いはそれは、本明細書中のセクション５．２
．８の下で概説されるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修正、又は
変形に関連して組み込まれてもよい。
【０８５８】
　実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８５９】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｋの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、変
換機構、並びに／或いは空気漏れ流体通路及び／又はインタフェースの密閉性を備えるハ
ウジングに対して組み込んで構成することができる。
【０８６０】
１．７　実施例Ｓのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｓ１～図Ｓ３は、本発明の実施例Ｓのオーディオ・トランスデューサを示す。オーデ
ィオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトランスデューサ
基部構造Ｓ１０１に回転可能に接続される振動板組立体Ｓ１０２を備える回転動作オーデ
ィオ・トランスデューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備え
る。この振動板構造の特徴は、本明細書のセクション３．２．３ｂの下で詳細に説明され
る。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセクション６の下で説明される好ましい設
計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジオメトリを有する。
【０８６１】
　示される通り、振動板組立体Ｓ１０２は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造Ｓ１０１に回転可能に接続される。本実施例では、接触ヒンジ・
システムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続するために使用
され、セクション３．２．１に述べられる原理に従って構成される。これは、図Ｓ１及び
図Ｓ２に詳細に示されている。本実施例に関連する接触ヒンジ・システムの特徴は、本明
細書のセクション３．２．３ｂに詳細に説明されている。本実施例は、代替の接触ヒンジ
・システムを示しており、これは、例えば実施例Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｔ、Ｗ、及びＸを
含む本発明の任意の回転動作オーディオ・トランスデューサの実施例に組み込まれてもよ
い。
【０８６２】
１．８　実施例Ｔのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｔ１～図Ｔ４は、本発明の実施例Ｔのオーディオ・トランスデューサを示す。オーデ
ィオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトランスデューサ
基部構造Ｔ１０１に回転可能に接続される振動板組立体Ｔ１０２を備える回転動作オーデ
ィオ・トランスデューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備え
る。この振動板構造の特徴は、本明細書のセクション３．２．３ｃの下で詳細に説明され
る。トランスデューサ基部構造は、本明細書のセクション６の下で説明される好ましい設
計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジオメトリを有する。
【０８６３】
　示される通り、振動板組立体Ｔ１０２は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部構造Ｔ１０１に回転可能に接続される。本実施例では、接触ヒンジ・
システムは、振動板組立体をトランスデューサ基部構造に回転可能に接続するために使用
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され、セクション３．２．１に述べられた原理に従って構成される。これは、図Ｔ１、図
Ｔ２、及び図Ｔ４に詳細に示されている。本実施例に関連する接触ヒンジ・システムの特
徴は、本明細書のセクション３．２．３ｃに詳細に説明されている。本実施例は、代替の
接触ヒンジ・システムを示しており、これは、例えば実施例Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｗ
、及びＸを含む本発明の任意の回転動作オーディオ・トランスデューサの実施例に組み込
まれてもよい。
【０８６４】
１．９　実施例Ｕのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｕ１～図Ｕ４は、本発明の実施例Ｕのオーディオ・トランスデューサを示す。実施例
Ｕのオーディオ・トランスデューサは、振動板サスペンション・システムを介してトラン
スデューサ基部構造Ｕ２０２に直線的に連結される振動板組立体Ｕ２０１をを備える直線
動作オーディオ・トランスデューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動板
構造を備える。この振動板構造の特徴は、本明細書のセクション４．２．３の下で詳細に
説明される。振動板構造は、本明細書のセクション２．２及び２．３の下で説明される任
意の他の振動板構造、例えば実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサとの関連で説明さ
れる振動板構造のいずれかの代わりに用いられてもよい。代替として、それは、本明細書
のセクション５．２．１及び５．２．５の下で実施例Ｐ及びＹについて説明されるような
振動板組立体であってもよい。トランスデューサ基部構造Ｕ２０２は、本明細書のセクシ
ョン６の下で説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジ
オメトリを有する。トランスデューサ基部構造の詳細な説明は、本明細書のセクション４
．２．３においても与えられる。
【０８６５】
　示される通り、振動板組立体Ｕ２０１は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部に直線的に連結される。本実施例では、強磁性流体サスペンション・
システムは、セクション４．２．３に説明されるように使用される。これは、セクション
５．２．１及び５．２．５にそれぞれ説明される実施例Ｐ及びＹの強磁性流体サスペンシ
ョンと類似又は同一であり得る。本実施例の代替構成では、実施例Ｇとの関連でセクショ
ン２．２に説明されるサスペンション・システムのいずれか１つが、代わりに利用されて
もよい。
【０８６６】
　また、本明細書のセクション４．２．３の下で詳細にさらに説明されるように、その場
で、サラウンドＵ１０２内に収容される振動板組立体は、ハウジングの内部と実質的に物
理的に連結しない外周部を備える。しかしながら、本実施例の代替構成では、振動板組立
体は、その場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外周部を有し得ない。
【０８６７】
　図Ｕ１及び図Ｕ２に示されるように、実施例Ｕのオーディオ・トランスデューサは、ト
ランスデューサを収容するように構成されているデバイスのサラウンドＵ１０２内に収容
されることが好ましい。サラウンドは、用途に応じて特定のオーディオ・デバイスを構成
するのに必要な任意のタイプのものであり得る。
【０８６８】
　デカップリング・マウンティング・システムＵ１０３は、オーディオ・トランスデュー
サをサラウンドにマウントするように与えられる。実施例Ｕのデカップリング・マウンテ
ィング・システムは、セクション４．２．３の下で詳細に説明される。本実施例の代替構
成では、デカップリング・マウンティング・システムは、例えば、セクション５．２．５
の下で実施例Ｙについて説明されるデカップリング・マウンティング・システム、又は本
明細書のセクション４．３に概説された設計原理に従って設計され得る任意の他のデカッ
プリング・マウンティング・システムなどの本明細書に説明される任意の他のデカップリ
ング・マウンティング・システムによって置き換えられてもよい。
【０８６９】
　このオーディオ・トランスデューサの実施例の性能は、図Ｕ３ｃ及び図Ｕ３ｄに示され
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、セクション４．２．３に説明されている。
【０８７０】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション４．２．３の下で詳細に説明される。本実施例
の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような
圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意
の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８７１】
　実施例Ｕのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｕのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｕにおけるオーデ
ィオ・トランスデューサは、実施例Ｐ、Ｋ、Ｗ、Ｘ、及びＹの個人用オーディオ・デバイ
スについてそれぞれセクション５．５．１～５．２．５の下で説明されるサラウンド又は
ハウジングのいずれか１つの内に収納することができ、或いはそれは、本明細書中のセク
ション５．２．８の下で概説されるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施
、修正、又は変形に関連して組み込まれてもよい。
【０８７２】
　実施例Ｕのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８７３】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｕの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板サスペンション・システム
、トランスデューサ基部構造、変換機構、及び／又はデカップリング・マウンティング・
システムに対して組み込んで構成することができる。
【０８７４】
１．１０　実施例Ｐのオーディオ・トランスデューサ及び個人用オーディオ・デバイス
　図Ｐ１～図Ｐ３は、本発明の実施例Ｐのオーディオ・トランスデューサを有する実施例
Ｐのオーディオ・デバイスを示す。実施例Ｐのオーディオ・トランスデューサは、振動板
サスペンション・システムを介してトランスデューサ基部Ｐ１０２に直線的に連結される
振動板組立体Ｐ１１０を備える直線動作オーディオ・トランスデューサである。振動板組
立体は、実質的に剛性である振動板構造を備える。この振動板構造の特徴は、本明細書の
セクション５．２．１の下で詳細に説明される。振動板構造は、本明細書のセクション２
．２及び２．３の下で説明される任意の他の振動板構造、例えば実施例Ｇのオーディオ・
トランスデューサとの関連で説明される振動板構造のいずれかの代わりに用いられてもよ
い。トランスデューサ基部は、本明細書のセクション６の下で説明される好ましい設計に
従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジオメトリを有する。本実施例では、基部
は、ハウジングの一部を形成する。トランスデューサ基部の詳細な説明は、本明細書のセ
クション５．２．１においても与えられる。
【０８７５】
　示される通り、振動板組立体Ｐ１１０は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部に直線的に連結される。本実施例では、強磁性流体サスペンション・
システムは、セクション５．２．１に説明されるように使用される。本実施例の代替構成
では、実施例Ｇとの関連でセクション２．２に説明されるサスペンション・システムのい
ずれか１つが、代わりに利用されてもよい。
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【０８７６】
　また、本明細書のセクション５．２．１の下で詳細にさらに説明されるように、その場
で、ハウジング内に収容された振動板組立体は、ハウジングの内部と実質的に物理的に連
結しない外周部を備える。しかしながら、本実施例の代替構成では、振動板組立体は、そ
の場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外周部を有し得ない。
【０８７７】
　図Ｐ１ｇ及び図Ｐ１ｊに示されるように、実施例Ｐのオーディオ・トランスデューサは
、トランスデューサを収容するように構成されているデバイスのサラウンドＰ１０２／Ｐ
１０３内に収納されることが好ましい。ハウジングは、用途に応じて特定のオーディオ・
デバイスを構成するのに必要な任意のタイプのものであり得る。本実施例の好ましい実施
では、オーディオ・トランスデューサは、個人用オーディオ・デバイス内に、特にイヤホ
ン・デバイスのイヤホン・ハウジングを用いて収納される。イヤホン・ハウジングは、共
振を減衰させる及び／又はベース・ブーストを適度にするのを助けるために、動作中に第
１の空洞から別の空気まで制限的なガス流路を与えるように構成された流体通路の任意の
形態を備えることもできる。この実施は、本明細書のセクション５．２．１にさらに詳細
に説明される。
【０８７８】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション５．２．１の下で詳細に説明される。本実施例
の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような
圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意
の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８７９】
　実施例Ｐのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｐのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｐにおけるオーデ
ィオ・トランスデューサは、実施例Ｋ、Ｗ，Ｘ、及びＹの個人用オーディオ・デバイスに
ついてそれぞれセクション５．５．２～５．２．５の下で説明されるサラウンド又はハウ
ジングのいずれか１つの内に収納することができ、或いはそれは、本明細書中のセクショ
ン５．２．８の下で概説されるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修
正、又は変形に関連して組み込まれてもよい。
【０８８０】
　実施例Ｐのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８８１】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｐの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、振動板サ
スペンション・システム、トランスデューサ基部、変換機構、並びに／或いは空気漏れ流
体通路及び／又はインタフェースの密閉性を備えるハウジングに対して組み込んで構成す
ることができる。
【０８８２】
１．１１　実施例Ｗのオーディオ・トランスデューサ及び個人用オーディオ・デバイス
　図Ｗ１～図Ｗ３は、実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサを組み込む本発明の実施
例Ｗのオーディオ・デバイスを示す。実施例Ｗは、実施例Ｋのオーディオ・トランスデュ
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ーサを収容するために異なるハウジングが使用される点で実施例Ｋのオーディオ・デバイ
スとは異なる。したがって、ハウジングの設計から離れたセクション１．６における実施
例Ｋのオーディオ・トランスデューサとの関連での概要の説明は、このオーディオ・デバ
イスの実施例にも当てはまる。空気流体通路及びインタフェースの密閉性を含む実施例Ｗ
のオーディオのハウジング設計の詳細は、本明細書のセクション５．２．３に詳細に説明
されている。
【０８８３】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｗの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、変
換機構、並びに／或いは空気漏れ流体通路及び／又はインタフェースの密閉性を備えるハ
ウジングに対して組み込んで構成することができる。
【０８８４】
１．１２　　実施例Ｘのオーディオ・トランスデューサ及び個人用オーディオ・デバイス
　図Ｘ１及び図Ｘ２は、実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサを組み込む本発明の実
施例Ｘのオーディオ・デバイスを示す。実施例Ｘは、実施例Ｋのオーディオ・トランスデ
ューサを収容するために異なるハウジングが使用される点で実施例Ｋのオーディオ・デバ
イスとは異なる。本実施例では、実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサは、イヤホン
・デバイスにおいて実施される。したがって、ハウジングの設計から離れたセクション１
．６における実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサとの関連での概要の説明は、この
オーディオ・デバイスの実施例にも当てはまる。空気流体通路及びインタフェースの密閉
性を含む実施例Ｘのオーディオのハウジング設計の詳細は、本明細書のセクション５．２
．４に詳細に説明されている。
【０８８５】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｘの下記システム、構造、
機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、ヒンジ・
システム、デカップリング・マウンティング・システム、トランスデューサ基部構造、変
換機構、並びに／或いは空気漏れ流体通路及び／又はインタフェースの密閉性を備えるハ
ウジングに対して組み込んで構成することができる。
【０８８６】
１．１２　実施例Ｙのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｙ１～図Ｙ４は、本発明の実施例Ｙのオーディオ・トランスデューサを有する実施例
Ｙのオーディオ・デバイスを示す。実施例Ｙのオーディオ・トランスデューサは、振動板
サスペンション・システムを介してトランスデューサ基部Ｙ２２４に直線的に連結される
振動板組立体Ｙ１１７を備える実施例Ｐのものに類似する直線動作オーディオ・トランス
デューサである。振動板組立体は、実質的に剛性である振動板構造を備える。この振動板
構造の特徴は、本明細書のセクション５．２．５の下で詳細に説明される。振動板構造は
、本明細書のセクション２．２及び２．３の下で説明される任意の他の振動板構造、例え
ば実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサとの関連で説明される振動板構造のいずれか
の代わりに用いられてもよい。トランスデューサ基部は、本明細書のセクション６の下で
説明される好ましい設計に従って設計された実質的に剛性でコンパクトなジオメトリを有
する。本実施例では、基部は、ハウジングの一部を形成する。トランスデューサ基部の詳
細な説明は、本明細書のセクション５．２．５においても与えられる。
【０８８７】
　示される通り、振動板組立体Ｙ１１７は、振動板サスペンション・システムを介してト
ランスデューサ基部に直線的に連結される。本実施例では、強磁性流体サスペンション・
システムは、セクション５．２．５に説明されるように使用される。本実施例の代替構成
では、実施例Ｇとの関連でセクション２．２に説明されるサスペンション・システムのい
ずれか１つが、代わりに利用されてもよい。
【０８８８】
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　また、本明細書のセクション５．２．５の下で詳細にさらに説明されるように、その場
で、ハウジング内に収容された振動板組立体は、ハウジングの内部と実質的に物理的に連
結しない外周部を備える。しかしながら、本実施例の代替構成では、振動板組立体は、そ
の場で関連したハウジングと実質的に物理的に連結しない外周部を有し得ない。
【０８８９】
　図Ｙ２及び図Ｙ４に示されるように、実施例Ｙのオーディオ・トランスデューサは、ト
ランスデューサを収容するように構成されているデバイスのサラウンド内に収納されるこ
とが好ましい。ハウジングは、用途に応じて特定のオーディオ・デバイスを構成するのに
必要な任意のタイプのものであり得る。本実施例の好ましい実施では、オーディオ・トラ
ンスデューサは、個人用オーディオ・デバイス内に、特にヘッドホン・デバイスのヘッド
ホン・カップを用いて収納される。ヘッドホン・カップは、共振を減衰させる及び／又は
ベース・ブーストを適度にするのを助けるために、動作中に第１の空洞から別の空気まで
制限的なガス流路を与えるように構成された流体通路の任意の形態を備えることもできる
。この実施は、本明細書のセクション５．２．５にさらに詳細に説明される。
【０８９０】
　デカップリング・マウンティング・システムＹ２０４は、オーディオ・トランスデュー
サをハウジングにマウントするように与えられる。実施例Ｙのデカップリング・マウンテ
ィング・システムは、本明細書のセクション５．２．５の下で詳細に説明され、セクショ
ン４．２．３の下で実施例Ｕとの関連で説明されるものに類似する。本実施例の代替構成
では、デカップリング・マウンティング・システムは、例えば、実施例Ｕとの関連でセク
ション４．２．３に説明されるデカップリング・マウンティング・システム、又は本明細
書のセクション４．３に概説された設計原理に従って設計され得る任意の他のデカップリ
ング・マウンティング・システムなどの本明細書に説明される任意の他のデカップリング
・マウンティング・システムによって置き換えられてもよい。
【０８９１】
　本実施例のオーディオ・トランスデューサは、磁界を発生させる内側ポール・ピース及
び外側ポール・ピースを有する永久磁石を備える電磁石励起／変換機構と、磁界と動作可
能に接続される１つ又は複数のコイルの形態の１つ又は複数の力伝達又は発生構成要素と
を備える。これは、本明細書のセクション５．２．５の下で詳細に説明される。本実施例
の代替構成では、変換機構は、例えば、本明細書のセクション７の下で概説されるような
圧電変換機構、静電変換機構、又は磁気ひずみ変換機構などの当業界で知られている任意
の他の適切な機構によって置き換えられてもよい。
【０８９２】
　実施例Ｙのオーディオ・トランスデューサは、スピーカなどの電気音響トランスデュー
サとの関連で説明される。オーディオ・トランスデューサのいくつかの可能な応用は、本
明細書のセクション８に概説されている。また、オーディオ・トランスデューサは、実施
例Ｙのデバイスのオーディオ・トランスデューサでデバイスのオーディオ・トランスデュ
ーサを代用することによって本明細書のセクション５に概説される個人用オーディオ・デ
バイスのいずれか１つにおいて実施することができる。例えば、実施例Ｙにおけるオーデ
ィオ・トランスデューサは、実施例Ｐ、Ｋ，Ｗ、及びＸの個人用オーディオ・デバイスに
ついてそれぞれセクション５．５．１～５．２．４の下で説明されるサラウンド又はハウ
ジングのいずれか１つの内に収納することができ、或いはそれは、本明細書中のセクショ
ン５．２．８の下で概説されるような任意の他の個人用オーディオ・デバイスの実施、修
正、又は変形に関連して組み込まれてもよい。
【０８９３】
　実施例Ｙのオーディオ・トランスデューサは、ある構成では、別な方法で、本明細書の
セクション７の下で詳細に説明されるようなマイクロホンなどの音響電気トランスデュー
サとして実施され得ることが理解されよう。
【０８９４】
　本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、実施例Ｙの下記システム、構造、
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機構、又は組立体のいずれか１つ又は複数、すなわち、振動板組立体及び構造、振動板サ
スペンション・システム、トランスデューサ基部、変換機構、デカップリング・マウンテ
ィング・システム、並びに／或いは空気漏れ流体通路及び／又はインタフェースの密閉性
を備えるハウジングに対して組み込んで構成することができる。
【０８９５】
２．　剛性振動板構造及び組立体、並びにそれを組み込むオーディオ・トランスデューサ
２．１　導入
　典型的なコーン又はドーム振動板のジオメトリは、主要なピストン方向に剛性をもたら
すが、薄いメンブレンのジオメトリが、純然たる剛性によってあらゆる可能性のある共振
モードに効果的に抵抗することが可能でなく、そこで代わりにこれらのモードは、例えば
励起の最小化又は減衰の適用によって「管理」される。いくつかの場合には、よくバラン
スのとれた共振の抑制に努めるために剛性材料及びジオメトリが用いられ得るが、振動板
がメンブレンであるので、設計は、動作帯域幅全体にわたって共振がない挙動を実現する
ことができず、したがって、最良のスピーカの背後には、設計プロセス時に共振管理の要
素がほとんど常に存在する。
【０８９６】
　幅広い種類の様々なスピーカ設計が存在し、最も一般的な薄いメンブレンとは対照的に
、厚い剛性タイプの振動板を有する一部のものも含まれる。厚い振動板の構成は、薄いメ
ンブレン振動板に見られる機械的共振の問題の一部を軽減することが意図されている。し
かしながら、共振周波数で、厚い設計の振動板は、外側の引張／圧縮、及び／又は内側の
せん断応力を示す場合があり、これは、振動板を変形させ、それによってサウンド変換の
品質に悪影響を及ぼす。
【０８９７】
　以下は、トランスデューサの動作及び品質を改善するために、好ましくはオーディオ・
トランスデューサのＦＲＯの外側にある比較的高い周波数まで振動板の共振モードを押し
進めるための剛性の原理を用いることに焦点を合わせる新規な振動板構造、及びそれを組
み込むオーディオ・トランスデューサ組立体を説明する。
【０８９８】
２．２　剛性である振動板の構成
　次に、様々な振動板構造の構成をいくつかの実例を参照して説明する。
【０８９９】
２．２．１　構成Ｒ１の振動板構造
　次に、せん断変形及び他の問題に対処するように設計された本発明の振動板構造の構成
を、図Ａ１、図Ａ２、及び図Ａ１５に示された第１の実例を参照して説明する。この振動
板構造の形状若しくは形態、材料、密度、質量及び／又は他の特性に関する多くの変形例
が可能であり、いくつかの変形例は、他の実例を用いて説明及び図示するが、限定するも
のではない。この振動板構造の構成は、簡潔にするために、構成Ｒ１の振動板構造と本明
細書中で呼ばれる。振動板構造は、オーディオ・トランスデューサ組立体で使用するよう
に構成されている。明確にするために、構成Ｒ１の振動板構造の様々な好ましい及び代替
の要素及び／又は特徴を、まずいくつかの異なる実例を参照して説明し、次いでオーディ
オ・トランスデューサにおけるこれらの実例の実施を説明する。
【０９００】
　図Ａ１５及び図Ａ２ｇを参照すると、構成Ｒ１の振動板構造Ａ１３００は、サンドウィ
ッチ振動板構造を備える。この振動板構造Ａ１３００は、実質的に軽量のコア／振動板本
体Ａ２０８と、動作中の本体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗する振動板
本体の主面Ａ２１４／Ａ２１５のうちの少なくとも１つに隣接した振動板本体に接続され
る外側垂直応力補強材Ａ２０６／Ａ２０７とからなる。垂直応力補強材Ａ２０６／Ａ２０
７は、本体の外部で少なくとも１つの面、好ましくは（示した実例にあるように）少なく
とも１つの主面Ａ２１４／Ａ２１５に接続することができ、又は代替として、動作中に圧
縮－引張応力に十分抵抗するように、少なくとも１つの主面Ａ２１４／Ａ２１５のすぐ隣
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接した及び実質的に近位に本体内に接続されてもよい。好ましくは、垂直応力補強材Ａ２
０６／Ａ２０７は、少なくとも１つの主面又は表面Ａ２１４／Ａ２１５に対しておおよそ
平行に向けられ、それぞれの関連した面によって定められたエリアの実質的な部分内を延
びる。この実例では、構成Ｒ１に好ましいものとして、垂直応力補強材は、動作中に本体
が受ける圧縮－引張応力に抵抗する振動板本体Ａ２０８の対向した主前面及び後面Ａ２１
４／Ａ２１５のそれぞれに補強部材Ａ２０６／Ａ２０７を備える。別段の定めがない限り
、振動板本体の主面又は主表面の言及は、オーディオ・トランスデューサに組み込まれる
とき、（電気音響トランスデューサの場合に）音圧の発生に大いに寄与する、又は動作中
に（音響電気トランスデューサの場合に）音圧に応じた振動板本体の移動に大いに寄与す
る本体の外面又は外表面を意味することが意図されている。主面又は表面は、必ずしも振
動板本体の最大の面又は表面でない。
【０９０１】
　図Ａ２ｇに示されるように、振動板構造Ａ１０１は、コア内に埋め込まれ、動作中の本
体が受けるせん断変形に抵抗し及び／又は実質的に軽減する主面Ａ２１４／Ａ２１５のう
ち少なくとも１つに対してある角度で向けられる少なくとも１つの内部補強部材Ａ２０９
をさらに備える。この実例では、構成Ｒ１に好ましいものとして、少なくとも１つの内部
補強部材は、振動板本体の矢状平面Ａ２１７に実質的に平行に向けられる。少なくとも１
つの内部補強部材は、振動板構造の基部領域Ａ２２２から遠位及び／又は最遠位である振
動板本体の主面の周辺縁部に対して実質的に垂直でもあり得る。本明細書では、別段の定
めがない限り、振動板構造の基部領域Ａ２２２又は基部は、振動板構造を組み込む振動板
組立体Ａ１０１が、質量Ａ２１８のおおよその中心を示す領域を意味することが意図され
ている。いくつかの実施例では、基部領域は、励起機構の一部（例えば、振動板基部構造
）を接続するように構成されている領域、領域でもあり得る。内部補強部材Ａ２０９は、
外側垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７の１つ又は複数に（好ましくは両側で－すなわ
ち、それぞれの主面で）取り付けられることが好ましい。内部補強部材は、動作中の本体
が受けるせん断変形に抵抗する及び／又はそれを軽減するように働く。好ましくは、振動
板本体のコア内に分布した複数の内部補強部材Ａ２０９が存在する。
【０９０２】
　振動板本体又はコアＡ２０８は、３つの次元で変わる相互接続構造で構成される材料か
ら形成される。好ましくは、コア材料は、発泡体材料、又は秩序的な三次元格子構造の材
料である。コア材料は、複合材料で構成することができる。好ましくは、コア材料は、発
泡ポリスチレン発泡体である。代替の材料には、ポリメチル・メタクリルアミド発泡体、
３５ポリ塩化ビニル発泡体、ポリウレタン発泡体、ポリエチレン発泡体、エーロゲル発泡
体、段ボール、バルサ材、シンタクチック・フォーム、金属マイクロ格子、及びハニカム
が含まれる。この実例では、コアＡ２０８は、互いに連結され、振動板構造が組み立てら
れるときにそれらの間に配置される１つ又は複数の（好ましくは複数の）内部補強部材Ａ
２０９を有する複数のコア部分を備える。代替の実施例では、コアＡ２０８は、内部に埋
め込まれた１つ又は複数の内部補強部材を有する単一部分を備える。
【０９０３】
　この構成によって、構成要素間の相乗効果的相互作用によって改善された分割挙動（ｂ
ｒｅａｋｕｐ　ｂｅｈａｖｉｏｕｒ）がもたらされる。主要／主／大規模振動板の分割共
振モード（ｐｒｉｍａｒｙ／ｍａｊｏｒ／ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｄｉａｐｈｒａｇｍ
　ｂｒｅａｋｕｐ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｍｏｄｅｓ）に関連した引張荷重及び／又は圧
縮荷重は、主として外側垂直応力補強材が受け、この外側垂直応力補強材は、好ましい形
態で部材間にかなり大きい最大限の物理的セパレーションを有し（すなわち、それぞれの
主面にわたる外側垂直応力補強部材間のセパレーションは、振動板本体の完全な厚さであ
り）、したがってＩビームの原理により、振動板の曲げスティフネス（ｂｅｎｄｉｎｇ　
ｓｔｉｆｆｎｅｓｓ）が増加する。そのようなモードに関連したせん断は、主として内部
補強部材が受ける。内部補強部材は、せん断荷重を前記発泡体コアの大きいエリアに伝達
するようにも働き、それによって局所的な発泡体ブロビング共振モード（ｆｏａｍ　ｂｌ
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ｏｂｂｉｎｇ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｍｏｄｅ）に対してそれを支持するのを助ける。発
泡体コアは、前記垂直応力補強材及び反せん断内部補強部材の座屈及び局所的な横共振を
最小にするように働く。
【０９０４】
　次に、構成Ｒ１の振動板構造を、様々な実例を参照してさらに詳細に説明するが、本発
明は、これらの実例に限定されることは意図されていないことが理解されよう。別段の定
めがない限り、本明細書中の構成Ｒ１の振動板構造の言及は、以下に記載した例示的な振
動板構造、又は上記の設計特徴を含む任意の他の構造のいずれか１つを意味すると解釈さ
れるべきである。
【０９０５】
　構成Ｒ１の振動板構造の好ましい実例が、図Ａ１、図Ａ２、及び図Ａ１５の実施例Ａの
オーディオ・トランスデューサに示されている（支柱を備える回転動作振動板）。図Ａ１
は、構成Ｒ１の振動板構造を組み込んだ以下本発明の実施例Ａのオーディオ・トランスデ
ューサと呼ばれるオーディオ・トランスデューサの実施例を示す。オーディオ・トランス
デューサは、トランスデューサ基部構造Ａ１１５に懸架されている振動板組立体Ａ１０１
を備える。この特定の実施例では、オーディオ・トランスデューサは、基部構造Ａ１１５
に回転可能に接続されている振動板組立体Ａ１０１を備えるが、構成Ｒ１の振動板構造が
、直線動作トランスデューサなどの代替のオーディオ・トランスデューサの設計に使用さ
れてもよいことが理解されよう。図Ａ２は、構成Ｒ１の振動板構造Ａ１３００と、振動板
構造Ａ１３００の基部領域Ａ２２２又は端面に強固に接続される振動板基部構造Ａ２２２
とを組み込む振動板組立体Ａ１０１を示す。振動板基部構造は、力発生構成要素Ａ１０９
と、サスペンション・システム／ヒンジ組立体Ａ１１１の部分とを備える。構成Ｒ１の振
動板構造を組み込む振動板組立体は、構成Ｒ１の振動板組立体と本明細書中で呼ばれ得る
。図Ａ１５は、振動板構造Ａ１３００を示す。この振動板構造Ａ１３００は、実質的に軽
量のコアＡ２０８、外側垂直応力補強材Ａ２０６及びＡ２０７、並びに内部補強部材Ａ２
０９で構成される単一の振動板を備える。
【０９０６】
　振動板コアのせん断及び曲げの問題に対処するために、背景のセクションに説明された
ように、振動板は、本体の主面Ａ２１４、Ａ２１５に又はそのすぐ近傍に接続される垂直
（圧縮－引張）応力補強材Ａ２０６、Ａ２０７と、本体Ａ２０８のコア材料内に埋め込ま
れる内部せん断応力補強部材Ａ２０９との組み合せである。この実例では、垂直応力補強
材は、振動板本体コアＡ２０８の前方及び後方の主面Ａ２１４、Ａ２１５に外部支柱Ａ２
０６、Ａ２０７を備える。代替構成では、垂直応力補強支柱Ａ２０６及びＡ２０７は、使
用時に引張－圧縮変形に抵抗するのに十分なセパレーションを保つために前方及び後方の
主面Ａ２１４、Ａ２１５の真下であるがさらに十分にその近くに配置することができる。
内部補強部材Ａ２０９は、コア内に埋め込まれる。内部補強部材Ａ２０９は、コア材料Ａ
２０８から隔てられ、したがって、振動板本体中に不連続を生み出す。好ましい構成では
、内部補強部材Ａ２０９は、それらが使用時にせん断変形に十分抵抗することができるよ
うに主面に対して傾けられている。好ましくは、角度は、主面に対して４０度から１４０
度の間、又はより好ましくは６０から１２０度の間、又はさらにより好ましくは８０から
１００度の間、又は最も好ましくは約９０度である。内部補強部材Ａ２０９は、振動板本
体Ａ２１３の冠状面におおよそ直交している。好ましくは、内部補強部材Ａ２０９は、振
動板本体の矢状におおよそ平行である。
【０９０７】
垂直応力補強材
　図Ａ２及び図Ａ１５を参照すると、この実例では、振動板本体Ａ２０８は、少なくとも
１つの実質的に滑らかな主面Ａ２１４／Ａ２１５を備え、垂直応力補強材は、前記実質的
に滑らかな主面の１つに沿って延びる少なくとも１つの補強部材Ａ２０６／Ａ２０７を備
える。それぞれの補強部材Ａ２０６／Ａ２０７は、対応する主面のエリアのかなりの部分
又は全体的な部分に沿って延び、或いは言い換えれば、補強部材は、対応する主面のそれ
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ぞれの寸法のかなりの部分又は全体的な部分に沿って延びる。代替の実施例では、垂直応
力補強部材は、対応する主面の１つ又は複数の次元に沿ってほんの部分的に延びることが
できる。
【０９０８】
垂直応力補強形態
　振動板本体Ａ２０８の滑らかな主面は、平坦な面とすることができ、又は代替として（
３次元に延びる）湾曲した滑らかな面とすることができる。それぞれの垂直応力補強部材
Ａ２０６／Ａ２０７は、関連した主面に対応するプロファイルを有し振動板本体Ａ２０８
の関連した主面の上に又はそのすぐ近傍で接続するように構成される１つ又は複数の実質
的に滑らかな補強板Ａ２０６／Ａ２０７を備える。補強板Ａ２０６／Ａ２０７は、動作中
に本体の対応する面で又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に対する十分な強さを実現す
るのに必要な任意のプロファイル又は形状を備えることができ、本発明は、任意の特定の
プロファイルに限定されることは意図されていない。例えば、それぞれの補強板は、固体
とすることができ、補強板は、一連の支柱、互いに交差する支柱のネットワークから形成
することができ、又は補強板は、一部エリア内で穴が開いている若しくは凹んでいるもの
でもよい。それぞれの板Ａ２０６／Ａ２０７の周辺部は、滑らかであってもよく、又は周
辺部は、刻み目があってもよい。
【０９０９】
　図Ａ１及び図Ａ２に示される実例では、それぞれの垂直応力補強部材は、振動板本体Ａ
２０８の対応する主面に沿って延びる複数の細長い又は縦の支柱Ａ２０６／Ａ２０７を備
える。それぞれの主面Ａ２１４、Ａ２１５に設けられた第１の一連／一群の実質的に平行
に間隔をおいて配置される支柱Ａ２０７は、対応する主面に沿って実質的に縦に延びるよ
うに構成される。垂直応力補強部材は、対応する主面の縦軸及び／又は一群の平行支柱Ａ
２０７に対してある角度で延びる１つ又は複数の支柱Ａ２０６（好ましくは１対の支柱）
をさらに備える。１対の支柱Ａ２０６は、互いに対して傾けられ、好ましくは実質的に直
交して互いに対して傾けられ、例えば、関連した主面にわたって／平行支柱Ａ２０７の上
に斜めに延びる。本実施例における垂直応力補強部材は、対応する主面の実質的な部分に
沿って延びる傾けられた支柱のネットワークを備える。２つ以上の支柱のネットワークは
、他の代替構成では、２つ以上の支柱が面にわたって引張－圧縮応力に十分に抵抗するよ
うに対応する主面を十分に覆う又はそれに沿って延びるであれば、様々な相対的向きに設
けられてもよいことが理解されよう。この特定の実例は、低い振動板の慣性及び高いステ
ィフネスにより性能の観点で好ましい。支柱Ａ２０６は、支柱Ａ２０７と一体に形成する
ことができ、又は支柱Ａ２０６は、別個に形成され、機械工学の当業界で知られている任
意の適当な方法によって互いに強固に接続されてもよい。
【０９１０】
　それぞれの主面上の垂直応力補強部材は、振動板構造の基部領域Ａ２２２から離れるよ
うに延びる１つ又は複数のエリア内、及び／又は振動板構造の基部領域Ａ２２２の最遠位
である１つ又は複数のエリア内に減少した質量領域を備えることができる。例えば、それ
ぞれの面Ａ２１４、Ａ２１５上の垂直応力補強支柱Ａ２０６及びＡ２０７は、それらが振
動板構造Ａ１３００の基部領域Ａ２２２から離れるように延びるにつれて厚さ及び／又は
幅が減少する。言い換えれば、垂直応力補強支柱Ａ２０６／Ａ２０７は、基部領域に近位
の領域内の厚さ及び／又は幅に対して、構造の基部領域Ａ２２２から遠位の領域内に減少
した厚さ及び／又は幅を有する。この実例では、図Ａ２ｂに見られるように、垂直応力補
強支柱Ａ２０６及びＡ２０７は、位置Ａ２１６で幅が減少する。しかしながら、幅の減少
は、段Ａ２１６をつけられているが、代替としてこれは、先細り／徐々であってもよい。
その長さに沿って均一な厚さ、幅、及び／又は質量を有する支柱も、構成Ｒ１の振動板内
で可能であることが理解されよう。
【０９１１】
垂直応力補強連結
　垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７は、機械工学の当業界で知られている任意の適当



(118) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

な方法によって振動板本体Ａ２０８の対応する主面に強固に接続／固定することができる
。この実例では、それぞれの垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７は、例えばエポキシ接
着剤などの接着剤の比較的薄い層によって振動板本体の対応する主面に接合される。これ
は、振動板構造の総重量をかなり減少させる効果を有する。
【０９１２】
　この実例では、支柱Ａ２０７は、引張／圧縮とせん断変形の両方に、中間追従性のかな
り大きいソースなしでそれぞれ抵抗するように内部補強部材Ａ２０９に直接連結する。垂
直応力補強材Ａ２０６の面Ａ２１４／Ａ２１５ごとの２つの斜め支柱Ａ２０６は、振動板
面の表面に取り付けられる。２つの斜め支柱Ａ２０６は、２つの斜め支柱Ａ２０６が垂直
応力補強支柱Ａ２０７に交差するところにしっかりと取り付けられる。
【０９１３】
　この実例では、全ての支柱Ａ２０６及びＡ２０７は、コイル巻き線Ａ２０４の長辺の一
方にしっかりと連結される。全ての補強材は、これらの連結に関連した追従性を最小にす
るために、複数の重ね合わせを設けた状態で振動板コアＡ２０８によく連結される。これ
らの振動板部分は、エポキシ樹脂などの接着剤を介して互いに接着されるが、当業界でよ
く知られている他の固定方法（例えば、ファスナ、溶接など）が、やはり又は代替として
使用されてもよい。
【０９１４】
　緩い連結、振動板本体の緩い部分などは、使用時にガタつき、それによって不要な騒音
及び高調波を発生させる可能性があるから、これらを防ぐように注意すべきである。
【０９１５】
垂直応力補強材料
　それぞれの垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７は、非複合プラスチック材料に比べて
比較的高い比弾性率を有する材料から形成される。適切な材料の実例は、アルミニウム、
酸化アルミニウム等のセラミック、又は炭素繊維強化プラスチックにあるような高弾性繊
維などの材料を含む。他の材料が、代替の実施例に組み込まれてもよい。この実例では、
垂直応力補強支柱Ａ２０６及びＡ２０７は、約４５０ＧＰａのヤング率、約２０００ｋｇ
／ｍ３の密度、及び約２２５ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）の比弾性率（全ての数値は、マトリ
ックス結合材を含む）を有する異方性高弾性炭素繊維強化プラスチックから作製される。
代替の材料を使用することもでき、ただし、変形に抵抗するときに十分有効であるために
、比弾性率が、好ましくは少なくとも８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、又はより好ましくは少
なくとも２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、又は最も好ましくは少なくとも１００ＭＰａ／（
ｋｇ／ｍ３）である。
【０９１６】
　補強材料が、振動板本体コア材料Ａ２０８よりも高い密度、例えば少なくとも５倍高い
密度を有することも好ましい。より好ましくは、垂直応力補強材料は、少なくとも５０倍
のコア材料密度である。さらにより好ましくは、垂直応力補強材料は、少なくとも１００
倍のコア材料密度である。これは、主面に向かって質量が集中していることを意味し、こ
れによって、ビームの慣性モーメントが、固体の長方形とは対照的に、「Ｉ」プロファイ
ルを使用することによって改善されるのと同じようにして、主要な振動板曲げ共振モード
に対する強さを改善する。代替の形態において、垂直応力補強材は、これらの範囲の外側
にある密度値を有することが理解されよう。
【０９１７】
　この実例において、垂直応力補強材に使用するのに適切な材料には、アルミニウム、ベ
リリウム、及びホウ素繊維強化プラスチックが含まれ得る。多くの金属、及びセラミック
が適している。マトリックス結合材を有さない繊維のヤング率は９００ＧＰａである。好
ましくは、支柱は、繊維強化プラスチックなどの異方性材料から作製され、好ましくは、
複合材を構成する繊維のヤング率は、１００ＧＰａよりも高く、より好ましくは２００Ｇ
Ｐａよりも高く、最も好ましくは４００ＧＰａよりも高い。好ましくは、繊維は、支柱が
向きの方向に与えるスティフネスを最大にするために、それぞれの支柱を通じて実質的に
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単方向性の向きに配置されると共に、関連した支柱の縦軸と実質的に同じ向きに配置され
る。
【０９１８】
垂直応力補強材厚さ
　垂直応力補強材の厚さは、補強材の１つ又は複数の次元に沿って／わたって均一とする
ことができ、又は代替として垂直応力補強材の厚さは、１つ又は複数の次元に沿って／わ
たって様々であってもよい。
【０９１９】
いくつかの可能な垂直応力補強材の変形例
　図Ａ８、図Ａ９、図Ａ１０、図Ａ１１、及び図Ａ１２は、構成Ｒ１の振動板構造の垂直
応力補強材の形態に対するいくつかの可能な変形例を示す。これらは、以下に説明される
が、本発明は、これらの特定の変形例に限定されることは意図されていないことが理解さ
れよう。本明細書の他のセクションに記載され得るような他の変形例、及び／又は当業者
によって思い浮かべられる変形例も、本発明の範囲内に含まれることが意図される。構成
Ｒ１の上記実例にあるような補強材料、補強厚さ、及び／又は補強連結タイプを含む振動
板の他の特性も、以下の垂直応力補強材の変形例に適用可能である。
【０９２０】
　上述したように、構成Ｒ１の振動板の垂直応力補強材は、引張－圧縮変形に抵抗するよ
うに主面の表面に沿って又はその近くで覆う又は延びる板、フォイル、及び／又は支柱な
どの任意の組み合わせを備えることができる。
【０９２１】
　構成Ｒ１の振動板構造Ａ１３００の垂直応力補強材の形態の変形例が、図Ａ８に示され
ている。この実例では、垂直応力補強材Ａ８０１は、振動板本体のそれぞれの主面Ａ２１
４、Ａ２１５の部分全体を実質的に覆うフォイル又は実質的に固体で且つ薄い板を備える
。この変形例は、振動板本体のコア内に内部補強部材Ａ２０９も有する。
【０９２２】
　別の変形例が、図Ａ９に示されている。この実例では、振動板構造Ａ１３００は、垂直
応力補強材を組み込む振動板構造の少なくとも１つの（しかし好ましくはそれぞれの）主
面について、垂直応力補強材は、振動板構造の基部領域Ａ２２２から遠位に配置される主
面の１つ又は複数の周辺縁部領域で又はその近傍で省かれることを除いて、図Ａ８に示さ
れた垂直応力補強材Ａ８０１に類似する垂直応力補強材Ａ９０１を備える。垂直応力補強
材は、振動板構造の基部領域Ａ２２２から遠位にある１つ又は複数の周辺縁部領域で又は
その近傍で（例えば、質量領域及び／又は励起機構の振動板組立体中心で）少なくとも省
かれる。この実例では、複数の切り離された領域Ａ９０２が、使用時に励起機構の部分を
接続するように構成された振動板本体の基部領域Ａ２２２から最遠位（すなわち、振動板
基部フレームから最遠位）に対向する及び／又はである主面の周辺縁部領域に沿って及び
／又はその近傍で補強材を有さない。好ましくは、補強材を有さない領域Ａ９０２は、隣
接した内部補強部材Ａ２０９間に実質的に配置される。（振動板構造の末端／先端近くの
）補強材を有さないそれぞれの主面の縁部領域Ａ９０２は、３つの円弧の形状にあるが、
例えば、長方形、環状、又は三角形などの多くの他の形状で十分であり得る。この実例で
は、垂直応力補強材を備えるそれぞれの主面については、振動板構造は、振動板本体の基
部領域Ａ２２２と反対側末端の間に延びる主面の側縁部で又はその近傍で対向する縦の周
辺縁部領域Ａ９０３で垂直応力補強材をやはり有さない。この実例では、垂直応力補強材
が内部で省かれているそれぞれの主面のそれぞれの側縁部領域は、例えば曲がりくねった
形状などの多くの他の形状も十分であり得るが、直線形状又は実質的に直線である。例え
ば、図Ｄ１は、垂直応力補強材が、振動板構造の基部から遠位の主面の自由周辺縁部で又
はその近くで、振動板組立体Ｄ１０１におけるそれぞれの振動板構造のそれぞれの主面の
領域Ｄ１１８～Ｄ１２０で省かれている垂直応力補強材Ｄ１０９～Ｄ１１１に類似した変
形例を示す。それぞれの振動板構造については、それぞれの主面の中央の弧状のセクショ
ンは、垂直応力を有さず、半円状に成形され、中央セクションの両側の２つの他の欠けた
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セクションは、振動板のそれぞれの側縁部へ延びる。
【０９２３】
　図Ａ１０は、領域Ａ１００２がどちらの主面にも垂直応力補強材を有さない構成Ｒ１の
垂直応力補強材の別の類似した変形例を示す。この変形例では、領域Ａ１００２は、実質
的に半円であり、補強材Ａ１００１の幅の実質的な部分にわたって延びる。それぞれの面
のどちらかの側で又はその近傍で振動板構造のそれぞれの主面の縁部領域Ａ１００３は、
やはり、図Ａ９の変形例に類似した直線のやり方で垂直応力補強材を有さない。領域Ａ１
００２は、弧状でなくてもよく、及び／又は領域Ａ１００３は、図Ａ９の変形例のように
代替の実施例において直線でなくてもよい。
【０９２４】
　図Ａ１１は、それぞれの主面における垂直応力補強材が、振動板構造の基部の近位領域
における厚さに対して振動板構造の基部領域Ａ２２２から遠位にある垂直応力補強材の（
又は関連した主面の）領域Ａ１１０２で減少した厚さを有することを除いて、図Ａ８のフ
ォイルの変形例に類似する別の変形例を示す。厚さの変化は、段Ａ１１０３で減少する。
厚さは、段をつけられてもよく、又は代替として先細り／徐々であってもよい、この変形
例では、それぞれの主面における減少した厚さＡ１１０２の振動板構造の領域は、振動板
構造の基部領域Ａ２２２から最遠位である主面の先端／縁部領域の最近位の領域である。
この実例に示された振動板構造は、（以下のセクション１．６の下でより詳細に説明され
るように内部補強部材を含むことは単にオプションであり得るので）必ずしも構成Ｒ１の
構造ではないことに留意することが重要であるが、それは、構成Ｒ１に用いられ得る外側
垂直応力補強材の形態の可能な変形例を例示するためにここに含まれる。
【０９２５】
　別の変形例は、図Ａ１２に示されている。この変形例は、一連の支柱Ａ１２０１及びＡ
１２０２が振動板のそれぞれの主面に垂直応力補強材を形成するために使用される点で、
図Ａ１及び図Ａ２を参照して上述される実例に類似している。本実施例では、支柱Ａ１２
０２は、隣接して縦に延びるが、それぞれの主面の振動板本体の対向した側面からわずか
に間隔をおいて配置され、支柱Ａ１２０２は、反対側の支柱Ａ１２０２の端部まで延びる
単一の十字形筋かいを形成するようにそれぞれの主面にわたって斜めに延びる。支柱Ａ１
２０１は、振動板構造の基部領域（例えば、励起機構を接続するように構成された領域）
から遠位にあるそれらの長さのセクションに沿って減少した厚さを有する。厚さの変形例
は、段Ａ１２０３をつけられているが、代替としてそれは、先細り／徐々であってもよい
。しかしながら、代替の実施例では、それぞれの支柱Ａ１２０２は、減少した幅又は減少
した質量を有してもよく、或いはその長さの部分全体に沿って均一な厚さ、幅、及び／又
は質量を有することができる。
【０９２６】
せん断応力／内部補強
　上述したように、構成Ｒ１の振動板構造は、コア材料内に且つ振動板本体Ａ２０８の１
対の対向した主面Ａ２１４とＡ２１５の間に埋め込まれ／保持される少なくとも１つの内
部補強部材Ａ２０９（せん断応力補強材とも呼ばれる）を含む。この実例では複数の内部
補強部材Ａ２０９は、振動板本体のコア材料内に保持される。必要なレベルのせん断応力
耐性を実現するために、任意の個数の部材Ａ２０９が使用されてもよいことが理解されよ
う。代替の実施例では、たった１つの部材が、本体Ａ２０８内で保持され得る。
【０９２７】
　この実例では、少なくとも１つの内部補強部材Ａ２０９のそれぞれは、コア材料によっ
てもたらされるせん断に対する何らかの耐性とは別の応力補強材の平面内のせん断変形に
対する耐性を与えるように、振動板本体のコア材料とは隔てられ、それに接続されている
。また、少なくとも１つの内部補強部材Ａ２０９のそれぞれは、動作中にせん断変形に抵
抗するのに十分な前記主面の少なくとも１つに対してある角度でコア材料Ａ２０８内を延
びる。好ましくは、角度は、主面に対して４０度から１４０度の間、又はより好ましくは
６０から１２０度の間、又はさらにより好ましくは８０から１００度の間、又は最も好ま
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しくは約９０度である。この実例では、それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、振動板本体
Ａ２０８の矢状平面に実質的に平行に且つ１対の対向した主面及び垂直応力補強部材Ａ２
０６／Ａ２０７におおよそ直交して延びる。実質的に又はおおよそ直交する補強を有する
ことによってせん断応力耐性を最大にする。
【０９２８】
せん断応力補強形態
　この実例では、それぞれの内部補強部材Ａ２０８は、板Ａ２０９である。この板は、動
作中に振動板本体Ａ２０８に対するせん断応力に対して所望のレベルの耐性を実現するの
に必要な任意のプロファイル又は形状を備えることができる。例えば、それぞれの内部補
強部材は、板とすることができ、この板は、一部エリア内で固体又は穴開きとすることが
でき、或いはそれは一連の支柱、互いに交差する支柱のネットワークから形成することが
できる。それぞれの部材Ａ２０９の周辺部は、滑らかであってもよく、又は周辺部は、刻
み目があってもよい。この実例では、それぞれの内部応力補強部材は、実質的に固体であ
る板Ａ２０９を備える。板Ａ２０９は、かなり大きな間隔をおいて（好ましくは、しかし
必ずしも均等に間隔をおいてではなく）、振動板構造Ａ１０１の組み立てられた形態にお
けるコア材料内で互いに対して平行なやり方で延びる。それぞれの板Ａ２０９は、振動板
本体Ａ２０８の断面形状、及び特に振動板本体Ａ２０８の矢状断面にわたる形状に類似す
るプロファイル又は形状を有する。代替として、それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、同
一平面上の支柱のネットワークを備える。さらに、代替の実施例では、板及び／又は支柱
は、コア材料内で３次元にわたって延びることができる。
【０９２９】
　それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、振動板構造の基部領域（例えば、振動板がそれら
と共に組み立てられるときに、振動板組立体の質量中心を示す位置）から最遠位の振動板
本体Ａ２０８の１つ又は複数の周辺部領域に実質的に向かって延びる。この実例では、こ
の遠位領域は、振動板本体Ａ２０８の先細り末端である。
【０９３０】
せん断応力補強材料
　それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、非複合プラスチック材料に比べて比較的高い最大
比弾性率を有する材料から形成される。適切な材料の実例は、アルミニウム、酸化アルミ
ニウム等のセラミック、又は炭素繊維強化複合プラスチックにあるような高弾性繊維など
の材料を含む。
【０９３１】
　好ましくはそれぞれの内側補強部材は、比較的高い最大比弾性率、例えば、好ましくは
少なくとも８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、又は最も好ましくは少なくとも２０ＭＰａ／（ｋ
ｇ／ｍ３）を有する材料から形成される。多くの金属、セラミック、又は高弾性繊維強化
プラスチックが適している。例えば、内側補強部材は、アルミニウム、ベリリウム、又は
炭素繊維強化プラスチックから形成することができる。
【０９３２】
　好ましくは、内側補強部材は、振動板本体Ａ２１３の冠状面に対して約＋４５度及び－
４５度の方向に高弾性を有する。内側補強部材が異方性である場合、好ましくは、引張－
圧縮を冠状面に対して約＋－４５度で受け、例えば、炭素繊維である場合、好ましくは繊
維の少なくとも一部は、冠状面に対して＋－４５度傾けて向けられる。一部の振動板の設
計では、例えば、ヒンジ組立体近くなどの振動板に荷重を加える点の近傍で、他の方向に
スティフネスを必要とする内側補強材の領域が存在し得ることに留意されたい。
【０９３３】
　この実例では、内部補強部材Ａ２０９は、約６９ＧＰａのヤング率及び約２８ＭＰａ／
（ｋｇ／ｍ３）の比弾性率を有する０．０１ｍｍの厚さのアルミニウム・フォイルから作
製することができる。これは、例示的なものにすぎず、限定であることが意図されていな
いことが理解されよう。
【０９３４】
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せん断応力補強厚さ
　それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、比較的薄いことが好ましく、それによって振動板
構造Ａ１０１の総重量を減少させるが、せん断応力に対して十分な耐性を与えるのに十分
に厚い。したがって、内部補強部材の厚さは、（限定されないが）振動板本体のサイズ、
振動板本体の形状及び／又は性能、並びに／或いは使用される内部補強部材Ａ２０９の個
数に依存する。構成Ｒ１の好ましい実施では、共振の分割モードに対してかなりの剛性を
与えるように、内部補強部材は、かなり薄く、内部補強部材が補強している振動板本体の
エリアに対応する。それぞれの内部補強部材は、式
【数７】

によって決定されるように、（ｍｍ単位で測定される）値ｘ未満の平均的な厚さを有する
ことが好ましい。
【０９３５】
　ただし、ａは、使用時に振動板本体によって押されることができる（ｍｍ２の単位で測
定される）空気の面積であり、ｃは好ましくは１００に等しい定数である。より好ましく
は、ｃ＝２００、又はさらにより好ましくはｃ＝４００、又は最も好ましくはｃ＝８００
である。好ましくはそれぞれの内部補強材は、０．４ｍｍ未満、又はより好ましくは０．
２ｍｍ未満、又はより好ましくは０．１ｍｍ、又はより好ましくは０．０２ｍｍ未満の厚
さの材料から作製される。
【０９３６】
　この実例では、それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、約０．０１ｍｍの厚さである材料
から作製される。
【０９３７】
せん断応力補強連結タイプ
　好ましくは、振動板構造の組立中、内部補強部材Ａ２０９は、（振動板本体Ａ２０８の
対向した主面上で）対向した垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７のどちらでも一方にど
ちらかの側で強固に固定／接続される。代替として、それぞれの内部補強部材は、対向し
た垂直応力補強部材に隣接して延びるが、対向した垂直応力補強部材から隔てられている
。組立中、それぞれの内部補強部材Ａ２０９は、機械工学の当業界で知られている任意の
適当な方法によって振動板本体Ａ２０８のコア材料に強固に接続／固定される。この実例
では、部材Ａ２０９は、エポキシ接着剤の比較的薄い層を介して、コア材料Ａ２０８、及
び好ましくは対応する垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７に接合される。好ましくは、
接着剤は、対応する内部補強部材の重量の約７０％未満である。より好ましくは、接着剤
は、対応する内部補強部材Ａ２０９の重量の６０％未満、又は５０％未満若しくは４０％
未満、又は３０％未満、又は最も好ましくは２５％未満である。
【０９３８】
　好ましくは、内部補強部材Ａ２０９は、振動板が使用時に力の変化を受けると共に、質
量の大部分が集中している、振動板基部構造Ａ２２２又は（コイル巻き線Ａ１０９である
）力発生構成要素から最も遠い振動板縁部領域まで又はその近傍まで延びる。内部補強部
材Ａ２０９は、好ましい構成では、どちらかの側でも垂直応力補強支柱Ａ２０６及びＡ２
０７に接続される。内部補強部材は、最大の質量集中からのこれらの縁部の遠隔は一般に
それらを特に共振する傾向にさせるので、モータ・コイルＡ１０９から前記モータ・コイ
ルから最も遠隔である振動板の縁部への方向に延びている。したがって、支柱の大部分、
及び内部補強部材の全部は、この最も遠位の縁部に向かって直接延びる。
【０９３９】
　内部補強部材及び支柱の大部分についての向きの効果は、最も低い及び／又は最も問題
のある振動板の分割周波数が増加し、振動板の性能を最適化することである。内部補強部



(123) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

材によって支持されていない２つの側縁部は、モータ・コイルと振動板組立体の質量中心
とを含む振動板構造の基部領域Ａ２２２により近く、したがってあまり共振しない傾向が
ある。また、サイドの変位を伴う最も低い周波数の共振は、ツイスト・モードとしてしば
しば現れ、これは、それは通常、ほぼゼロの空気の正味変位を有するので、及びそれは通
常、振動板及び励起全体の対称性により最小で励起されるだけであるのでさほど高くない
。
【０９４０】
　いくつかの可能な垂直応力補強材の変形例
　内部補強部材Ａ２０９は、コア材料内に埋め込まれるパネル及び／又は支柱の任意の組
み合わせを含み、好ましくは、それぞれは、せん断応力の力に十分抵抗するために材料の
厚さの実質的な部分を覆うように延びる。（図Ａ１及び図Ａ２の実施例Ａのオーディオ・
トランスデューサに使用されるような）最も単純で最も好ましいバージョンは、図Ｈ１ａ
及び図Ｈ１ｂに示されており、それによって内部補強部材は、実質的に平らで実質的に薄
いフォイルである。
【０９４１】
　内部補強部材の代替形態が、代わりに用いられてもよい。例えば、図Ｈ１ｃ及び図Ｈ１
ｄに示されるような三角にされた支柱のネットワークは、典型的なクレーン構造の中間部
分の側面図に見られるものに類似する。場合によっては、せん断補強機能は、平面内で厳
密に向けられていない場合でも、まあ例えば、（図Ｈ１ｅ及び図Ｈ１ｆに示されるように
）アルミニウム・フォイルが波形である場合、外側垂直応力補強材の構成要素への接続が
ある限り、かなり良く実行され得る。
【０９４２】
　さらに、いくつかの変形例では、内部応力補強部材は、対応する振動板本体の断面形状
に従って（長方形、弧状等などの）代替の形状を帯びることができる。例えば、図Ｇ２に
示される実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサでは、内部応力補強部材Ｇ１０９は、
振動板本体Ｇ１０８の断面形状に従うように実質的に長方形である、形状の別の変形例は
、図Ｇ６に示されており、内部補強部材Ｇ６０３は、振動板本体Ｇ６０２の断面形状に対
応するように実質的に台形を備えている。
【０９４３】
　構成Ｒ１の内部応力補強材の形態に対するいくつかの可能な変形例が上述されているが
、本発明は、これらの特定の変形例に限定されることは意図されていないことが理解され
よう。本明細書の他のセクションに説明され得るような他の変形例、及び／又は当業者に
よって思い浮かべられる変形例も、本発明の範囲内に含まれることが意図される。構成Ｒ
１の上記実例にあるような補強材料、補強厚さ、及び／又は補強連結タイプを含む振動板
の他の特性は、これらの構成Ｒ１の振動板の変形例にも適用可能である。
【０９４４】
振動板本体
振動板本体の形態
　図Ａ２及び図Ａ１５に戻って参照すると、構成Ｒ１の振動板構造Ａ１３００のこの実例
では、振動板本体Ａ２０８の主面Ａ２１４及びＡ２１５は、垂直応力補強材Ａ２０６及び
Ａ２０７が接着することができる適切なプロファイルを可能にするように実質的に滑らか
である。好ましくは、表面は、合理的に平らであるが、これは、内部補強部材Ａ２０９に
よって少なくともそれが支持されない位置及び向きにおいて、それが比較的まっすぐであ
り、したがってあまり座屈する傾向でなくなる場合、対応する垂直応力補強材がより最適
な剛性を与えるからである。特に一貫しない又は不規則な形態を有する振動板コアＡ２０
８、例えば、不規則な壁及び／又は空洞を有するハニカム・コアが使用される場合、最も
好ましくは、振動板本体の主面の外周プロファイル全体は、実質的に滑らかであるが、こ
れは、補強材が壁が補強材に対する横の支持を与えることができるように補強材が通るそ
れぞれの壁に接着することができ、それによって局所的な共振を最小化するのを助け、し
たがって補強材は、振動板全体のスティフネスを与えるようにコアに剛性を与えることが
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できるという理由のためである。
【０９４５】
　この実例では、組立時、振動板Ａ１０１は、実質的にくさび形状の本体Ａ２０８及び／
又は断面が実質的に三角形である本体を備える。（振動板本体Ａ２１７の矢状平面に平行
な）回転トランスデューサの振動板本体の全体的な断面形状は、実質的に三角形又はくさ
び形状であることが好ましいが、長方形、凧状又は弓形のプロファイルなどの他のジオメ
トリも、構成Ｒ１の代替の変形例において可能であり、本発明は、この特定の実例の形状
に限定されることは意図されていない。
【０９４６】
　ダイヤモンド断面プロファイルは、直線動作トランスデューサと共によく働くが、代替
の変形例において、例えば台形、長方形、又は弓形のプロファイルといった他のプロファ
イルも可能である。
【０９４７】
　図Ｇ６に示されるような台形プロファイルなどのおおよそ凸形プロファイルは、より良
い分割特徴を概して有し、より軽く、したがって概して好ましい。
【０９４８】
振動板本体コア材料
　振動板組立体Ａ１０１又は振動板構造Ａ１３００は、密度１６ｋｇ／ｍ３及び比弾性率
０．５３ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）の発泡ポリスチレンなどの発泡体であるコア材料Ａ２０
８、又は低密度（理想的には１００ｋｇ／ｍ３未満）及び高い比弾性率の特性を有する他
のコア材料から形成される先細りくさび形状の（しかし、多くの他のジオメトリからなっ
てもよい）振動板本体を備える。
【０９４９】
　コアＡ２０８は、軽量であると共にかなりの剛性材料であることが好ましく、この剛性
材料は、発泡体などの三次元で変化する相互接続構造、又は秩序的な三次元格子構造の材
料で構成される。コア材料は、複合材料で構成することができる。発泡ポリスチレン発泡
体は、好ましい材料であるが、適している代替の材料は、ポリメチル・メタクリルアミド
発泡体、エーロゲル発泡体、段ボール、金属マイクロ格子アルミニウム・ハニカム、アラ
ミド・ハニカム、及びバルサ材を含み得る。当業者に明らかである他の材料も、思い浮か
べられ、本発明の範囲から除外されることが意図されない。
【０９５０】
　振動板構造Ａ１０１の残りの構成要素から隔離されている（例えば、外側及び内部補強
材から隔離されている）振動板本体Ａ２０８のコア材料は、比較的低い密度を有する。こ
の実例では、コア材料は、約１００ｋｇ／ｍ３未満、より好ましくは約５０ｋｇ／ｍ３未
満、さらにより好ましくは約３５ｋｇ／ｍ３未満、最も好ましくは約２０ｋｇ／ｍ３未満
である密度を有する。代替形態では、振動板本体のコア材料は、これらの範囲の外側にあ
る密度値を有することができることが理解されよう。これは、必要以上に質量を加えるこ
となく振動板が比較的厚く作製され得ることを意味し、これによって剛性が増加すると共
に質量が減少し、それによって分割共振の耐性を改善する。
【０９５１】
　振動板組立体は、内部せん断応力に関して非常に剛性である骨格、及び外側垂直補強材
を備えるが、場合によっては、本体材料は、局所的な横共振に対して骨格構成要素を支持
すると共に、骨格構成要素間の領域内の局所的な「ブロビング」共振に対してそれ自体を
支持するようにさらに要求される。振動板構造の残りの構成要素から隔離されている（例
えば、外側及び内部補強材から隔離されている）振動板本体Ａ２０８は、比較的高い比弾
性率を有することが好ましい。この実例では、構造の残りの構成要素から隔離されている
振動板本体Ａ２０８は、約０．２ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）よりも高い比弾性率を有し、最
も好ましくは約０．４ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）よりも高い比弾性率を有する。代替形態で
は、振動板本体は、これらの範囲の外側である比弾性率値を有してもよいことが理解され
よう。高い比弾性率は、局所的な「横」共振モード及び「ブロビング」共振モードに対し
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てそれぞれ、振動板本体が、骨格を支持すると共に、特にそれ自体の重量も支持すること
ができることを意味する。
【０９５２】
振動板本体の厚さ
　（全ての本体部分Ａ２０８で構成されている）振動板本体は、（その最も厚い領域で）
実質的に厚い。本明細書では、別段の定めがない限り、実質的に厚い振動板本体の言及は
、本体にわたっての最大斜め長さＡ２２０（以下、最大振動板本体長さ、又は振動板本体
の最大長さとも呼ばれる）などの本体の少なくとも最大の寸法に比べて比較的厚い少なく
とも最大の厚さを有する振動板本体を意味することが意図されている。（大部分の実施例
の場合のように）３次元の本体の場合には、斜め長さ寸法は、３次元の本体の厚さ／深さ
及び幅にわたって延びることができる。振動板本体は、必ずしも１つ又は複数の次元に沿
って実質的に厚い均一な厚さを備えなくてもよい。最大の寸法との関連で比較的厚いとい
う語句は、（最大本体長さＡ２２０などの）最大の寸法の例えば少なくとも約１１％を意
味し得る。より好ましくは、最大の厚さＡ２１２は、本体Ａ２２０の最大の寸法の少なく
とも約１４％である。本明細書では、実質的に厚い振動板本体との関連での最大の厚さは
、厚さ寸法に対して実質的に垂直である振動板本体の長さ寸法にも関連し得る（以下、振
動板本体の長さＡ２１１とも呼ばれる）。この文脈における比較的厚いという語句は、振
動板本体の長さＡ２１１の少なくとも約１５％、又はより好ましくは振動板本体の長さＡ
２１１の少なくとも約２０％を意味し得る。いくつかの実施例では、振動板は、（振動板
組立体によって見られる）質量中心位置Ａ２１８から振動板本体の最遠位の周辺部までの
振動板半径（又は長さ寸法）との関連で比較的厚いことが考えれ得る。この文脈における
比較的厚いという語句は、最大振動板半径Ａ２２１の少なくとも約１５％、又はより好ま
しくは最大半径Ａ２２１の少なくとも約２０％を意味し得る。いくつかの実施例では、特
に回転動作ドライバの場合には、振動板本体の長さＡ２１１は、回転軸から最遠位周辺縁
部まで測定され得る。
【０９５３】
　この実例では、振動板が、回転動作トランスデューサ向けに設計される場合、（少なく
とも最も厚い領域内の）振動板本体の厚さＡ２１２は、（回転軸Ａ１１４又は基部領域Ａ
２２２から振動板本体の反対側末端／先端までの長さである）振動板本体の長さＡ２１１
に対して実質的に厚いことが好ましい。好ましくは、振動板本体の厚さＡ２１２と長さＡ
２１１の比は、上述したように、少なくとも１５％又は最も好ましくは少なくとも２０％
である。
【０９５４】
　好ましくは、最大の厚さの領域は、振動板構造の基部領域である。
【０９５５】
　厚さの増加は、特に、垂直応力補強材が外側表面に配置される場合、及び本明細書中に
記載されたような振動板本体がせん断補強材を有する場合に、振動板の剛性全体の不釣り
合いな増加という結果になり得る。
【０９５６】
角度タブ
　図Ａ２ｇを参照すると、この実例では、強固な連結をもたらすのを助けるために、特に
、内部補強材Ａ２０９とコイル巻き線Ａ１０９、スペーサＡ１１０、及びシャフトＡ１１
１を備える振動板基部構造Ａ２２２との間のせん断荷重に関して、複数の角度タブＡ２１
０は、振動板本体／くさびＡ２０８の基部内部に挿入及び接着され（又はさもなければ強
固に固定され）、それぞれのタブが、連結の強度を改善するために一定の大きい表面積を
スペーサＡ１１０及び内部補強部材Ａ２０９に与える。この実例では、４つのタブが使用
されるが、任意の個数のタブが利用されてもよく、典型的には、これは内部補強部材Ａ２
０９の個数及び／又は振動板本体Ａ２０８を構成するために使用される部品の個数に依存
することが理解されよう。これは、接着剤は連結される構造的な構成要素ほど強固でない
ので剛性にとって重要であり、したがって上述されているように、トランスデューサ分割
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性能を制限するように働く可能性があり得る。
【０９５７】
　全ての角度タブＡ２１０が、振動板本体／くさびＡ２０８内に取り付けられると、振動
板本体／くさび構造Ａ２０８は、エポキシ樹脂などの比較的強固な接着剤を用いて関連し
たトランスデューサ組立体のコイル、スペーサ、及びシャフトにのり付けされる。
【０９５８】
　多くの接着剤は、それらの強度を改善するために軟化剤を含有するが、これは、剛性が
最も重要である場合、この用途並びに本明細書中に記載された多くの他の用途において有
害であり得ることに留意されたい。強度の検討を受けて、軟化剤を含有しない樹脂を使用
することが好ましい場合がある。ガラス・ファイバを貼り合わせるために使用されるエポ
キシ樹脂は、適切であり得るが、限定されるものではない。
【０９５９】
生産の方法
　以下、本実例の振動板構造Ａ１３００を大量生産する方法を概説する。他の方法が、個
別生産又は大量生産のために利用されてもよく、本発明は、この特定の実例に限定される
ことは意図されていないことが理解されよう。
【０９６０】
　本実例の場合には、コアＡ２０８及び内部補強部材Ａ２０９を備えるくさびが、最初に
形成される。内部補強部材材料Ａ２０９の複数の（この場合には４枚の）大きいシートが
、接着薬剤、例えばエポキシ接着剤を用いてコア材料Ａ２０８の複数の（この場合には５
枚の）大きいシートの中間に積層される。硬化されると、積層物は、ピース、例えば、こ
の特定の実例ではくさびＡ２０８（又は他の変形例における振動板本体に必要とされる何
らの形状）にスライスされる。それぞれのピース／くさびＡ２０８は、図Ａ２及び図Ａ１
５に示されるような振動板本体Ａ２０８の１つを形成し、関連した変換機構の力発生構成
要素（例えば、コイル巻き線）、及び／又は振動板基部構造Ａ２２２などの他の構成要素
に取り付けられる。次いで、垂直応力補強材は、くさび積層物の主面に連結することがで
きる。代替の実施例では、振動板構造は、それぞれの個々の振動板構造を別々に形成する
ことによるなど、他の方法を用いて形成されることが理解されよう。
【０９６１】
　使用時の層間剥離を防ぐのに十分とすべきであるという制約を受ける内部せん断応力補
強部材及び垂直応力補強材を互いに及び振動板コアにジョイントするために使用される接
着剤の質量を最小にすることが好ましい。これは、接着剤がこの構造の性能、特に剛性に
比例して寄与しないためである。好ましくは、接着剤は、対応する内側補強部材の単位面
積あたり質量の約７０％未満である。より好ましくは、接着剤は、対応する内側補強部材
の単位面積あたり質量の６０％未満、又は５０％未満、若しくは４０％未満、又は３０％
未満、或いは最も好ましくは２５％未満である。
【０９６２】
　前記部材を振動板のコア材料に接着するための準備において、垂直又はせん断補強部材
に薄い接着材層を貼り付けるいくつかの適切な方法が存在する。方法の１つは、接着薬剤
がファイン・スプレイの形態で塗布されることを伴う。別の方法は、接着薬剤が、最初に
過度に施され、次いで例えばラビング又はブラシング動作によって、最小且つ等しい量の
接着薬剤が残されたままにされるまで除去されることを伴う。接着薬剤が低い粘性を有す
ることは、これらの方法の両方にとって有利である。
【０９６３】
　どのくらいの接着薬剤が施されているか決定する役立つ方法は、色合いを視覚的に決定
することである。黄色いエポキシ樹脂が使用される場合、（例えば）アルミニウム・フォ
イルのシートに施されて見られるとき、接着材のより厚いエリアは、より暗い色合いの黄
色となる。補強材の質量を測定するために、接着薬剤の施しが完了する前後に、正確なス
ケールが使用され得、この情報は、施された接着材の全質量を示すために使用することが
できる。接着薬剤を施すとき、薄い層は、ポリスチレン発泡体のコアにとても良好な接着
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をもたらすことができ、例えば、アルミニウム補強材のシートは、０．５ｇ／ｍ２ほどの
面積当たりの質量で加えられるエポキシ樹脂を用いて発泡ポリスチレン・コアに十分に接
着することができる。この層の厚さは、約０．５μｍである。補強材の両側が接着剤を必
要とするような単一の補強部材がコア材料の２つのピース間に積層される場合には、接着
材の質量は２倍であることに留意されたい。
【０９６４】
　接着薬剤は、（コアではなく）補強部材の表面だけに施すことができ、又は（補強部材
ではなく）コアの表面だけに施すことができ、或いは一緒に接着される補強部材とコアの
両表面に施すことができる。
【０９６５】
　接着薬剤は、可能な限り、コア材料に選択的に施すことができ、それによって補強材に
接触する部分だけが被覆される一方、コア内の小さい閉塞は何ら被覆されないが、これは
、閉塞は内部補強材に接触しないので、接着剤の塗布が、強度を改善することなく質量を
増すことになるためである。この成果を実現する方法の１つは、接着材塗布ボード又はシ
ート、例えばテフロン（登録商標）又はＵＨＭＷＰＥのシートに（例えば、より前に説明
した方法を用いることによって）接着薬剤を薄く施すことである。次いで、コア材料は、
閉塞を充填することなくボードに接触する部分である接着薬剤がコアの正しい部分に移さ
れる平らな表面に配置される接着材塗布ボード上の接着薬剤に軽く塗られる。
【０９６６】
　構成要素を一緒に十分に接着することができる接着薬剤を使用する質量を最小にするこ
とが好ましく、いくらかの試行錯誤が用いられる。有効である接着薬剤の量は、接着され
る補強材及びコア材料のタイプに応じて変わる可能性がある。
【０９６７】
　補強部材とコア材料を積層するとき、接着薬剤が硬化するときにこれらの部分が十分に
一緒に保持されることを確実にすることが大切である。これを実現する方法の１つは、ま
ず、部分が接着される順序でこれらの部分を積み重ね、次いで力をかける、例えば重量を
かける。治具は、力が均等にかけられることを確実にするように構成することができる。
そのような治具は、積層の積み重ねが位置する基部ボードと、積層の積み重ねの上部を基
部ボードに向けて押す上部ボードとを備えることができる。治具は、力が加えられるとき
に積層の積み重ね内の部分が横にスリップするのを防ぐのを助けるために（必要であれば
）サイド・ガイドを備えることもできる。
【０９６８】
　どのくらいの圧力がかかっているのか決定する方法の１つは、まず、例えば、実験によ
って、又は製造業者の仕様を調査することによって、コアの性能（特に比弾性率）をかな
り大きく減少させる損傷を引き起こすことなくかけられ得る最大値を特定し、次いで安全
マージンを与えるようにこれを幾分減少させることである。例えば、この圧力を５０％だ
け減少させることは、有効なまだ安全な目標であり得る。代替の好ましい量産方法は、積
層の積み重ねが圧縮され過ぎるのを機械的に制限するストッパを組み込む治具を備える。
【０９６９】
構成Ｒ１の振動板構造を組み込むオーディオ・トランスデューサ
　構成Ｒ１の振動板構造は、オーディオ・トランスデューサ組立体に使用することが意図
され、そのように構成されており、その実例は図Ａ１に示されている。この実例では、振
動板構造Ａ１３００は、第１の好ましい実施例Ａのオーディオ・トランスデューサ組立体
に従って使用するように構成されている。実施例Ａのトランスデューサ組立体は、回転動
作オーディオ・トランスデューサ組立体である。組み立てられた状態では、トランスデュ
ーサは基部構造Ａ１１５を備え、そこに振動板組立体Ａ１０１が接続され、それに対して
回転する。基部構造Ａ１１５は、動作中に基部構造に対して振動板組立体Ａ１０１を回転
させる駆動機構の少なくとも一部を含む。オーディオ・トランスデューサの本実施例では
、電磁石駆動機構が、動作中に振動板を回転させる。基部構造Ａ１１５は、磁石本体Ａ１
０２を備え、対向し隔てられたポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４は、振動板組立体Ａ
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１０１に隣接した本体Ａ１０２の端部にある。振動板組立体Ａ１０１は、振動板構造Ａ１
３００と、振動板Ａ１３００の基部に強固に接続されると共に、振動板Ａ１０１の駆動端
部に接続されたポール・ピースＡ１０３とＡ１０４の間に配置される電磁石機構のコイル
を有する振動板基部構造Ａ２２２とを備える。
【０９７０】
　用語「振動板構造」及び「振動板組立体」は、オーディオ・トランスデューサの実施例
のそれぞれの特徴のある組み合わせを言及するために本明細書に使用されているが、これ
は、簡潔にするために主になされており、これらの用語は、そのような特徴の組み合わせ
に限定されることは意図されていないことが理解されよう。例えば、本明細書及び特許請
求の範囲では、その最も広い解釈において、特段の定めがない限り、振動板構造の言及は
、少なくとも振動板本体を意味することができ、振動板組立体の言及も、少なくとも振動
板本体を意味することができる。振動板の言及は、振動板構造又は振動板組立体のどちら
かを意味することもできる。
【０９７１】
　好ましくは、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、電気エネルギーをオーディ
オに変換するように構成された電気音響トランスデューサである。以下の説明は、このタ
イプの応用、又はこの応用に適している構成要素に言及することができる。しかしながら
、当業者に容易に明らかであるように、改良された場合、又はある種の構成要素がそれら
の同等物で置き換えられる場合、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、音響電気
トランスデューサとして利用することもできることが理解されよう。
【０９７２】
振動板組立体
　図Ａ２を参照すると、振動板Ａ１３００の一方の端部、（場合によっては、振動板の基
部端部又は基部領域と呼ばれる）より厚い端部は、そこに取り付けられる力発生構成要素
を備える振動板基部構造Ａ２２２を有する。少なくとも力発生構成要素に接続される振動
板構造Ａ１３００は、振動板組立体Ａ１０１を形成する。力発生構成要素は、エネルギー
、例えば電気エネルギーに応じて振動板構造に力学的力を付与するように構成されている
。本実施例では、力発生構成要素は、振動板構造Ａ１３００の基部端部の形状に適合する
ように２つの長辺Ａ２０４及び２つの短辺Ａ２０５からなるほぼ長方形の形状に巻かれる
電磁石コイルＡ１０９である。渦巻き又はらせんタイプの巻き線などの他の形状が可能で
あり、形状は、振動板本体Ａ２０８の形状及び形態に依存することが理解されよう。コイ
ル巻き線は、銅などの任意の適切な導電性材料から、又は例えばエポキシ樹脂で一緒に保
持されるエナメル被覆銅線から作製することができる。これは、適宜、スペーサＡ１１０
のまわりに巻くことができ、好ましくはプラスチック補強式炭素繊維又はエポキシ含浸ペ
ーパなどの非電導性又はほんの僅かに電導性である任意の適切な材料から形成することが
できる。スペーサは、約２００ＧＰａのヤング率を有することができる。スペーサは、振
動板構造Ａ１３００のより厚い基部端部に相補的なプロファイルでもあり、それによって
振動板組立体Ａ１０１が組み立てられた状態で振動板構造Ａ１３００のより厚い基部端部
の周辺縁部の周囲又はその近傍で延びる。スペーサＡ１１０は、スチール・シャフトＡ２
０１に取り付け／固定連結される。振動板本体Ａ２０８の基部／厚い端部に配置されたこ
れら３つの構成要素の組み合わせは、実質的にコンパクトでロバストなジオメトリを有す
る振動板組立体の剛性である振動板基部構造Ａ２２２を形成し、振動板組立体のより軽量
のくさび部分が強固に取り付けられる固体及び共振耐性プラットフォームを生み出す。
【０９７３】
　本発明の実施例Ａに示されたもののような回転動作オーディオ・トランスデューサでは
、変換機構が回転軸の比較的近くに配置されるとき、最適な効率が得られ得る。これは、
不要な共振モードの最小化についての本発明の目標とよく合い、特に、振動板組立体の回
転慣性の増加をあまりに大きすぎるものにせずに比較的重くてコンパクトな構成要素を介
して回転軸の近くに典型的には重い励起機構を配置することによってヒンジ機構との強固
な連結を可能にするという前述の観察とよく合う。実施例Ａの場合には、個人用オーディ
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オ・タイプ応用に使用するときに、例えば、コイル半径は、約２ｍｍ又は振動板本体の長
さＡ２１１の約１３％とすることができるが、これはオーディオ・トランスデューサのサ
イズ及び目的に依存し得ることが理解されよう。
【０９７４】
　最大化された振動板可動域及び共振に対する減少した感受性によって高忠実度のオーデ
ィオ再生を行うためのトランスデューサの能力を最大にするために、回転軸から測定され
る力発生構成要素の取り付け位置の半径と振動板本体の長さＡ２１２との比は、好ましく
は０．５未満、最も好ましくは０．４未満である。これは、効率を最適化する助けにもな
り得る。
【０９７５】
　力伝達構成要素がコイルである場合には、効率の検討は、やはり回転軸から測定される
とき、好ましくは、コイル半径と振動板本体の長さの比が０．１よりも大きく、より好ま
しくは０．１５よりも大きく、さらにより好ましくは０．２よりも大きく、最も好ましく
は０．２５よりも大きいことを意味する。一般に、ドライバ効率及び分割を最適化するた
めに、より大きいコイル半径が、より低い質量のコイル巻き線とよく合う。
【０９７６】
トランスデューサ基部構造
　振動板構造Ａ１３００及び振動板基部構造Ａ２２２を備える振動板組立体Ａ１０１は、
オーディオ・トランスデューサを形成するようにトランスデューサ基部構造Ａ１１５に回
転可能に接続されるように構成される。
【０９７７】
　図Ａ１ａ～図Ａ１ｂに示された実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、高い比弾
性率特性を有する１つ又は複数の構成要素／部分から構成されるトランスデューサ基部構
造Ａ１１５を有する。これの主要な利益は、構造が比較的より堅く及び比較的より軽いの
で、基部構造Ａ１１５に固有である共振周波数が、比較的高い周波数で生じることである
。この好ましい実施では、基部構造Ａ１１５は、磁石本体Ａ１０２と、磁石本体Ａ１０２
の対向した側に接続される対向し隔てられたポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４とを備
えた電磁石駆動機構の一部を備える。ポール・ピースは、その場でコイル巻き線Ａ１０９
の長辺Ａ２０４の近傍／近くに磁束を向け、それを囲むように構成して、それによって巻
き線と動作可能に協働し、駆動機構を形成する。
【０９７８】
　細長い接触バーＡ１０５は、ポール・ピース間に形成された間隙内の磁石本体にわたっ
て横に延びる。接触バーＡ１０５は、オーディオ・トランスデューサの接触ヒンジ組立体
の一部を形成し、磁石本体に一方の側で接続されると共に、反対側に振動板組立体Ａ１０
１のシャフトＡ１１１がある接触ヒンジ組立体の他の部分に接続される。本実施例の接触
ヒンジ組立体は、本明細書のセクション３．２に詳細に説明されており、これは、参照に
より本明細書に組み込まれ、簡潔のために繰り返されない。接触バーＡ１０５は、振動板
組立体Ａ１０１を接続する側に比べて磁石Ａ１０２を接続する側でより大きい接触面面積
を有するように形成される。
【０９７９】
　１対のデカップリング・ピンＡ１０７及びＡ１０８は、磁石本体Ａ１０２の両側から横
に突出し、その場で基部構造Ａ１０５を関連したハウジングに枢動可能に接続するように
構成されたデカップリング・システムの一部を形成する。本実施例のデカップリング・シ
ステムは、本明細書のセクション４．２に詳細に説明されており、これは、参照により本
明細書に組み込まれ、簡潔のために繰り返されない。
【０９８０】
　実施例Ａの好ましい構成では、基部構造Ａ１１５は、ネオジム（ＮｄＦｅＢ）磁石Ａ１
０２と、鋼製ポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４と、鋼製接触バーＡ１０５と、チタン
・デカップリング・ピンＡ１０７及びＡ１０８とを備える。トランスデューサ基部構造Ａ
１１５の全部品は、接着薬剤、例えばエポキシ系接着剤を用いて連結される。本実施例の
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代替構成では、当業者に容易に理解されるように、溶接又はファスナによる締め付けなど
による他の材料及び連結方法が利用されてもよいことが理解されよう。
【０９８１】
　本実施例では、トランスデューサは、基部構造Ａ１１５に対してニュートラルな回転位
置へ振動板組立体Ａ１０１を付勢するために振動板組立体Ａ１０１に動作可能に接続され
た復元／付勢機構をさらに備える。好ましくは、ニュートラルな位置は、往復運動振動板
組立体Ａ１０１の実質的に中心位置である。本実施例の好ましい構成では、ねじり棒Ａ１
０６の形態の振動板センタリング機構は、トランスデューサ基部構造Ａ１１５を振動板組
立体Ａ１０１にリンクし、トランスデューサ基部構造Ａ１１５に対してつり合い位置に振
動板組立体Ａ１０１をセンタリングするのに十分強い復元／付勢力をもたらす。この実例
では、復元機構Ａ１０６は、ヒンジ組立体の一部を形成し、それは、本明細書のセクショ
ン３．２にさらに詳細に説明される。この構成では、ねじりばねが、復元力を与えるため
に利用されるが、代替構成では、当業界でよく知られている他の付勢構成要素又は機構が
、回転復元力を与えるために利用され得ることが理解されよう。
【０９８２】
　トランスデューサ基部構造Ａ１１５は、好ましくはそれが有する何らかの共振モードが
、トランスデューサのＦＲＯの外側で生じるように、実質的に剛性であるように設計され
ている。このタイプの設計の実例は、磁石Ａ１０２とポール・ピースＡ１０３及びＡ１０
４とからなるトランスデューサ基部構造Ａ１１５の主要部分（すなわち、基部構造の質量
の大部分）が、実質的に剛性でコンパクトなジオメトリを有し、何らかの他のものよりも
かなり大きい寸法はないものである。
【０９８３】
　接触バーＡ１０５は、（図Ａ３に示されるように）エンド・タブＡ３０３でねじり棒Ａ
１０６に連結されており、この連結を強固なやり方で助けるために、接触バーＡ１０５は
、磁石Ａ１０２並びに外側ポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４から外へ離れるように突
出しなければならない。ねじり棒Ａ１０６は、振動板組立体Ａ１０１の側部から横に及び
実質的に直交して、並びに基部構造Ａ１１５の最近位の組立体Ａ１０１の端部で又はその
近傍で延びる。
【０９８４】
　接触バーＡ１０５の横に突出する端部は、比較的細長く、それに応じて共振する傾向が
ある。これらの影響を軽減するために、突出は、末端自由端に向かって先細りであり、そ
れによって撓みが最大変位になり得るエンド・タブＡ３０３の近くで質量を減少させ、任
意の変形がエンド・タブ・エリアの最大変位に結果としてなる突出の基部に向かってスク
ワット・バルクにより与えられる支持体の比較的剛性を増大もさせる。接着剤、エポキシ
樹脂が、約３ＧＰａの比較的低いヤング率を有するので、接触バーは、接着剤に関連した
追従性を最小にするために磁石Ａ１０２とのその連結で２つの異なる面内で向けられる大
きい表面積も有する。
【０９８５】
　トランスデューサ基部構造Ａ１１５は、振動板の一方の端部に向かってマウントされて
いるので、振動板構造の前方及び後方両方の主面Ａ２１４、Ａ２１５は障害がなく、これ
によって気流を最大にし、空気共振を最小にするものであり、さもなければ、これは、例
えば、振動板と従来の動的ヘッドホン・ドライバの磁石との間に空気が含まれるときにも
たらされ得る。
【０９８６】
　代替として、図Ａ８から図Ａ１２に示されると共に詳細に上述された構成Ｒ１の振動板
構造の実例のいずれか１つは、実施例Ａのトランスデューサ組立体と共に利用することが
できることが理解されよう。図示されていないが上記の説明から容易に明らかである他の
構成Ｒ１の振動板構造も、本発明の範囲から逸脱することなく、実施例Ａのトランスデュ
ーサ組立体に組み込まれてもよい。
【０９８７】
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　電気音響変換応用におけるオーディオ・トランスデューサの動作中（例えば、オーディ
オ・トランスデューサが、スピーカ・ドライバである場合）、オーディオ信号は、ケーブ
ル又は任意の他の適切な方法を介してコイル巻き線へ伝達され、それによって基部構造Ａ
１１５の磁石及びポール・ピースによって発生させられる磁界に巻き線Ａ１０９を作用さ
せる。この作用は機械的運動になり、この機械的運動が振動板構造Ａ１３００の基部に付
与される。ヒンジ・システムは、振動板組立体Ａ１０１が、次いで、基部構造Ａ１１５に
対して回転可能に振動することを可能にする。振動板構造Ａ１３００のこの振動によって
、振動板Ａ１３００のいずれの側も空気圧の変化を引き起こし、それによって音が発生す
ることになる。構成Ｒ１の振動板構造は、振動板の曲げ、ねじれ、及び／又は他の変形に
よる不要な共振分割モードが、トランスデューサが意図したＦＲＯ、又は下側帯域限界及
び上側帯域限界の少なくとも近くで排除されるように設計されている。例えば、高忠実度
オーディオ・トランスデューサは、可聴周波数範囲の少なくともかなりの部分にわたって
及ぶＦＲＯを有することができ、この範囲内で、構成Ｒ１の振動板構造は、不要な共振を
受けない。復元機構Ａ１０６は、オーディオ信号が巻き線Ａ１０９によってもはや受け取
られることがないときニュートラルな位置に向かって戻るように振動板組立体Ａ１０１を
付勢するように働く。
【０９８８】
構成Ｒ１の振動板構造の他の実例
　図Ａ１５の振動板構造のいくつかの変形例は、例えば図Ａ８～図Ａ１２を参照して、す
でに上述されている。次に、構成Ｒ１の他の例示的な振動板構造を、図Ｇ１～図Ｇ８を参
照して説明する。これらの例示的な構成Ｒ１の振動板構造は、最も好ましくは、直線動作
トランスデューサのために使用され、しかしながら、それらの使用は、そのような応用に
限定されることは意図されていない。
【０９８９】
　構成Ｒ１の振動板構造の実例が、図Ｇ１及び図Ｇ２の実施例Ｇのオーディオ・トランス
デューサとの関連で示されている。この実例では、振動板本体Ｇ１０８は、実質的に湾曲
した角領域を有する長方形プリズムの形状にある。振動板本体Ｇ１０８の材料及び厚さは
、前述のサブセクションにおいて実施例Ａの振動板本体の実例との関連で上述されたよう
になり得る。この実例では、振動板本体Ｇ１０８は、軽量発泡体又は均等なコアＧ１０８
、詳細には低密度ポリスチレンを備える。固体で実質的に長方形のシートの形態の垂直応
力補強材Ｇ１１０は、それぞれの主面に設けられ、本体Ｇ１０８の関連した主面の形状に
相補的である。さらなる補強材は、前記発泡体コアの内側に接合されると共に、振動板本
体Ｇ１０８の冠状面Ｇ１１４に実質的に直交して向けられる内部せん断応力補強部材Ｇ１
０９によって与えられる。それぞれの内部せん断応力補強部材Ｇ１０９は、振動板本体Ｇ
１０８の断面形状に従って実質的に長方形である。
【０９９０】
　外側垂直応力補強材Ｇ１１０及び内部せん断応力補強材Ｇ１０９は、実施例Ａのオーデ
ィオ・トランスデューサの振動板構造の実例との関連で上述されるように材料から形成さ
れる。例えば、外側垂直応力補強材Ｇ１１０及び内部補強部材Ｇ１０９は、金属又はセラ
ミック又は高弾性繊維などの高い比弾性率を有する、プラスチックとは対照的な材料から
作製される。好ましくは、垂直応力補強材は、少なくとも８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）の比
弾性率、又はより好ましくは少なくとも２０ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）の比弾性率、又は最
も好ましくは少なくとも１００ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）の比弾性率を有し、好ましくは、
内部応力補強材は、少なくとも８ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）、又は最も好ましくは少なくと
も１００ＭＰａ／（ｋｇ／ｍ３）の比弾性率を有する。この実例ではアルミニウム・フォ
イルが、使用されてもよい。さらに、外側垂直応力補強材Ｇ１１０及び内部補強部材Ｇ１
０９は薄く、例えば、従来の２５．４ｃｍ（１０インチ）ドライバの面積と均等な面積を
有する振動板について約０．０８ｍｍである。
【０９９１】
　この特定の実施例は、回転動作とは対照的に直線動作で移動し、従来のサラウンド及び
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スパイダ振動板サスペンション・システムによって支持される。好ましくは、内部補強部
材Ｇ１０９は、前方と後方の両方の外側垂直応力補強材Ｇ１１０、並びに発泡体コアＧ１
０８に固定（例えば、接合）される。好ましくは、前記内部補強部材は、実質的に平坦で
あるが、これは、それらがせん断変形に抵抗することを含むそれらの主要な機能を有効に
実行することは厳密に必要ではない。好ましくは、外側垂直応力補強材のように、それら
は、金属、セラミック、又は高弾性繊維などの比較的剛性材料から作製される。後者の場
合には、好ましくは、前記繊維の少なくとも一部は、それらの主要な目的がせん断に抵抗
することであるので、振動板本体の冠状面に対しておおよそ＋４５度及び－４５度の角度
で向けられるべきである。本実施例では、アルミニウム・フォイルが使用される。
【０９９２】
　代替の反せん断補強構造が、均等又は類似する役割を果たすように代わりに用いられて
もよい。例えば、典型的なクレーン構造の中間部分に見られるものに類似する三角にされ
た支柱のネットワークが、同様に実施されよう。場合によっては、例えば、外側垂直応力
補強材の構成要素との十分な連結がある限り、アルミニウム・フォイルが波形である場合
、反せん断機能が、平面内で厳密に向けられていない場合でもかなり良く実行することが
できる。
【０９９３】
　好ましくは、エポキシ接着剤の薄い層は、接着剤が構造の性能に比例して貢献しないの
で、この構成要素に関連した質量を最小にするために、層間剥離を防ぐのにさらに十分で
あるように使用される。
【０９９４】
　内部補強部材は、（例えば、重いモータ・コイルを接続するように構成された）中央基
部領域から、主面間に延びると共に中央基部領域から遠隔に配置される振動板本体の周辺
側部まで延びる。中央基部領域から最遠位の振動板構造の周辺部領域は、低い周波数で共
振するより大きい傾向があり、したがって前記内部補強部材の使用によってこれらにおけ
る歪みに関連したせん断変形を最小にすることによってこの領域についての支持の構造的
な完全性を最適化することが有利である。したがって、内部補強部材についてのこの向き
の効果は、分割周波数が増加し、性能が最適化されることである。
【０９９５】
　この実例では、内部補強部材によって支持されていない対向した周辺側部は、重いモー
タ・コイル及び振動板組立体の質量中心を含む振動板構造の基部領域の近くにあり、した
がって、あまり共振しない傾向がある。しかしながら、いくつかの変形例では、これらの
領域は、内部補強材によって支持することもできる。
【０９９６】
　関連した振動板組立体の励起機構の部分を支持し収容するための空洞が、振動板本体の
中央領域に形成される。空洞は、振動板構造の基部領域に配置される。
【０９９７】
　図Ｇ１及び図Ｇ２に示されるように、本実施例Ｇのオーディオ・トランスデューサは、
直線動作オーディオ・トランスデューサのための振動板を備えるスピーカ・ドライバに存
する。振動板は、（図Ｇ１ｃに示されるように）従来のフレキシブル・サラウンドＧ１０
２及びスパイダＧ１０５を備える振動板サスペンション・システムによって支持される。
振動板構造Ｇ１０１は、前方と後方の両方の外側垂直応力補強材Ｇ１１０、及びコアＧ１
０８に接合される軽量発泡体コアＧ１０８内に埋め込まれる内部補強部材Ｇ１０９を備え
る。この構成が、上述したように従来の振動板に影響を及ぼす振動板分割の観点で一次制
限ファクタに対処するのに専用であり且つ最適化されている構造を備えるので、この構成
は、改善された分割挙動をもたらす。この構造は、共生的に共に働き、主要／主／大規模
振動板の分割共振モードに関連した引張／圧縮変形は、主として外側垂直応力補強材Ｇ１
１０が受け、この外側垂直応力補強材は、かなり大きい最大限の物理的セパレーションを
有し（すなわち、セパレーションは、振動板の完全な厚さであり）、したがってＩビーム
の原理により、振動板の曲げスティフネスが増加し、そのようなモードに関連したせん断
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変形は、主として内部補強部材Ｇ１０９が受け、内部補強部材Ｇ１０９は、せん断荷重を
前記発泡体コアの大きいエリアに伝達するようにも働き、それによって局所的な発泡体ブ
ロビング共振モードに対してそれを支持するのを助け、発泡体コアＧ１０８は、前記外側
垂直応力補強材Ｇ１１０及び内部補強部材Ｇ１０９の座屈及び局所的な横共振を最小にす
るように働き、動作中に空気をやはり変位させる。
【０９９８】
　オーディオ・トランスデューサは、永久磁石Ａ１０４と、磁石の１つ又は複数の面に沿
って又はその周囲に延びる内側ポール・ピースＧ１０と、磁石の１つ又は複数の面に沿っ
て又はその周囲にやはり延びる外側ポール・ピースＧ１０６とを備えた実質的に厚く及び
コンパクトなジオメトリのトランスデューサ基部構造をさらに備える。内側ポール・ピー
ス及び外側ポール・ピースは隔てられ、それによってトランスデューサの力発生構成要素
Ｇ１１２を受け入れるチャネルをそれらの間に与える。前者又は他の振動板基部フレーム
Ｇ１１１は、トランスデューサ基部構造に向かって振動板構造の中央基部領域に接続され
、そこから横方向に延びる。本実施例における１つ又は複数のコイルＧ１１２を備える力
発生構成要素は、きつく巻かれ、トランスデューサ基部構造に隣接した基部フレームの端
部に強固に接続される。振動板基部フレームＧ１１１は、実質的に剛性材料から形成され
、かなり細長く、円筒形形状を備えることができる。基部フレームの一方の端部は、内部
補強部材Ｇ１０９に強固に、又はさもなければ外側補強Ｇ１１０に、又は振動板コアＧ１
０８に、又はそれらの任意の組み合わせに接続することもできる。
【０９９９】
　基部フレームＧ１１、コイル、及び振動板構造は、振動板組立体を形成する。コイルは
、動作中にその場で励起を引き起こす磁石のポール・ピース間に形成されたチャネル内に
延びる。振動板組立体は、フレキシブル・サラウンド部材Ｇ１０２及びフレキシブル・ス
パイダＧ１０５によってエンクロージャ又はバッフルＧ１０３などのハウジングに対して
その周辺部の辺りに支持される。スパイダ及びサラウンドは、振動板組立体の長さの部分
全体に実質的に沿って延びる。サラウンドＧ１０２は、振動板構造の周辺縁部に一方の端
部で固定連結されると共に、ハウジング（エンクロージャ又はバッフル）Ｇ１０３の内側
周辺縁部に対向する端部で固定連結される。スパイダＧ１０３は、振動板基部フレームに
一方の端部で固定連結されると共に、ハウジングＧ１０３の内側周辺部に対向する端部で
固定連結される。振動板サスペンションは、コイルＧ１１２によって受け取られる電気信
号に応じて振動板組立体が往復運動するように振動板サスペンションが動作中に撓むよう
にかなりフレキシブルである。
【１０００】
　図Ｇ３～図Ｇ５は、この実例の垂直応力補強材の変形例を示す。これらの変形例では、
外側垂直応力補強材Ｇ１１０の量／質量は、関連した主面の縁部の近位の領域で減少させ
られる。例えば、図Ｇ３の変形例において、垂直応力補強材の幅は減少させられ、三角形
の空隙又は切欠きは垂直応力補強材のどちらの端部にも配置される。三角形の空隙は、垂
直応力補強部材Ｇ１１０の中心に向かって先細りしている。図Ｇ４の変形例では、２つの
追加の三角形のアパーチャは、両側に且つそれぞれの三角形の空隙に隣接して形成される
。図Ｇ５の変形例では、垂直応力補強材は、三角形の空隙及びアパーチャに隣接した末端
領域Ｇ５０２の厚さを減少させ、それによってこれらの外側領域内の垂直応力補強材の量
／質量がさらに減少する。これらの変形例のそれぞれにおいて、空隙及びアパーチャは、
弧状、環状等などの代替形態をとることができることが理解されよう。図Ｇ５の変形例に
おいて、厚さの減少は、Ｇ５０３で段がつけられているが、これは、代替として、他の実
施例において徐々とすることができることも理解されよう。
【１００１】
　構成Ｒ１の振動板組立体Ｇ６００のさらに別の実例が、図Ｇ６に示されている。この実
例では、本体は、台形のプリズム形状を備える。振動板本体Ｇ１０８の材料及び厚さは、
図Ｇ１及び図Ｇ２の実例との関連で上述されたようになり得る。本実例では、振動板本体
のどちらかの対向した主面上の垂直応力補強部材Ｇ６０１は、形態が異なる。第１の垂直
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応力補強部材Ｇ６０１は、関連した上側主面の形態に対応するように実質的に平らで平坦
である。対向した面上の第２の垂直応力補強部材Ｇ６０１は、関連した下側主面の形態に
対応するように（中央面から外の方へ延びる４つの傾斜した面を有する）中空の台形のプ
リズム形状を備える（本実施例では、４つ全ての傾斜した下側面及び上側面は、主面と考
えられることに留意されたい）。内部補強部材Ｇ６０３は、振動板本体Ｇ６０２の断面形
状に対応するように実質的に台形を備える。
【１００２】
　図Ｇ７及び図Ｇ８は、本実例の垂直応力補強材の変形例を示す。これらの変形例では、
外側垂直応力補強材Ｇ６０１の量／質量は、関連した主面の縁部の近位の領域Ｇ６０２で
減少させられる。例えば、図Ｇ７の変形例において、上側垂直応力補強部材の幅は減少さ
せられ、三角形の空隙又は切欠きはどちらの端部にも配置され、垂直応力補強材及び２つ
の追加の三角形のアパーチャは、両側に且つそれぞれの三角形の空隙に隣接して形成され
る。下側垂直応力補強部材は、省かれた２つの対向した傾斜した面を有する。２つの他の
対向した傾斜した面は、それらの末端に形成された三角形の空隙を有し、２つの追加の三
角形のアパーチャは、両側に且つそれぞれの三角形の空隙に隣接して形成される。
【１００３】
　図Ｇ８の変形例では、垂直応力補強部材は、一連の支柱を備える。上側主面に沿った支
柱は、主面の縦縁部に実質的に平行に及びその遠位で延びる１対の縦支柱を備える。そし
て、１対のクロス支柱は、どちらかの端部に配置され、１対の縦支柱間に延びる。振動板
本体の下面に、垂直応力補強材は、１対の対向した角度面のそれぞれ１つに１対の横に並
んだ三角形の歯を含む封止形状を形成する一連の支柱と、角度面間でそれぞれの角度面の
歯に連結する中央面の縁部に沿って延びる１対の縦支柱とを備える。この変形例では、垂
直応力補強材は、段Ｇ８０２を介して末端領域Ｇ８０１内で厚さが減少し、それによって
これらの外側領域における垂直応力補強材の量／質量をさらに減少させる。これらの変形
例のそれぞれにおいて、空隙及びアパーチャは、弧状、環状等などの代替形態をとること
ができることが理解されよう。図Ｇ８の変形例では、厚さの減少がＧ８０２で段をつけら
れているが、代替としてこれは、他の実施例において徐々であってもよいことがやはり理
解されよう。
【１００４】
　代替として、図Ｇ３から図Ｇ８に示されると共に詳細に上述された構成Ｒ１の振動板構
造の実例のいずれか１つは、実施例Ｇのトランスデューサ組立体と共に利用されてもよい
ことが理解されよう。図示されていないが上記説明から容易に明らかである他の構成Ｒ１
の振動板構造は、本発明の範囲から逸脱することなく実施例Ｇのトランスデューサ組立体
に組み込むこともできる。
【１００５】
　次に、構成Ｒ１のサブ構造である様々な振動板構造の構成を、実例を参照して詳細に説
明する。別段の定めがない限り、セクション１．２に上述された構成Ｒ１の振動板構造の
特徴及び可能な変形例は、以下のサブ構造のそれぞれにも当てはまる。そのような共通の
特徴及び可能な変形例は、簡潔及び明確のためにそれぞれのサブ構造について再び説明さ
れない。特定のサブ構造設計の特徴だけが、以下のセクションに説明されるように限定さ
れることが意図されている。
【１００６】
２．２．２　構成Ｒ２～Ｒ４振動板構造
　多くの振動板は、均一なプロファイル及び構造を有している。
【１００７】
　いくつかの剛性接近型振動板設計では、電磁コイル又は他の重い励起構成要素を含む振
動板組立体の主なバルク／質量がしばしば配置される、ベース領域から遠隔及び／又は遠
位にある振動板構造の支持されていない外縁又は周辺領域は、主な分割共振モードの励起
に起因して比較的大きな距離を移動する傾向があり、これらのゾーンの質量は、望ましく
ない主な振動板共振モードの周波数を不均衡に制限／低減する可能性がある。したがって
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、そのような領域における不必要な質量は、振動板の破損に影響を及ぼし得る他の制限因
子である。
【１００８】
　各主要面又は全ての主要面のこのような遠位端部領域における外側垂直応力補強材の量
を減少させることは、補強材料の減少にもかかわらず、そのような戦略的な場所における
質量の減少が一連の支持構造の負荷を軽減するので、振動板構造の質量を低減し、主な振
動板分割共振モードの周波数を増加させるというウィン－ウィンの利益をもたらし得る。
【１００９】
　コアせん断を低減するために内側補強部材と組み合わせて使用すると、２つの制限要因
を同時に排除することによって、振動板分割性能を大幅に改善することができる。
【１０１０】
　構成Ｒ２～Ｒ４の振動板構造について、様々な実例を参照してさらに詳細に説明するが
、本発明はこれらの実例に限定されるものではないことが理解されるであろう。別段の記
載がない限り、本明細書における構成Ｒ２～Ｒ４の振動板構造への言及は、当業者には明
らかであるように、記載された以下の例示的振動板構造のうちのいずれか１つ、又は記載
された設計特徴を含む任意の他の構造を意味するものと解釈される。
【１０１１】
　構成Ｒ２
　本発明の振動板構造の構成は、望ましくない共振の問題に対処するように設計されたも
のであり、図Ａ１、Ａ２及びＡ１５に示される第１の実例を参照して説明される。この振
動板構造の構成は、ここでは構成Ｒ２と呼ばれる。構成Ｒ２の振動板構造は構成Ｒ１のサ
ブ構造であり、構成Ｒ１の構造に組み込まれている多くの特徴が構成Ｒ２の構造にも組み
込まれる。構成Ｒ２の振動板構造は、（構成Ｒ１のように）コアせん断の問題に対処し、
振動板本体又は構造の周囲／周辺又はその近傍の領域において、特に振動板構造のベース
領域から遠位の１つ又は複数の周辺領域において、構造の質量を低減して振動板構造内の
質量分布を最適化することによって、改善された振動板分割性能を提供する。言い換えれ
ば、振動板構造は、ベース領域又はそれに近接する領域の振動板構造の質量と比較して、
ベース領域から遠位にある１つ又は複数の周辺領域に少ない質量を含む。本明細書におい
て、別段の記載がない限り、振動板本体又は振動板構造の周辺部又は外周部への言及は、
主面の集合周縁部、周縁部に直接隣接して周縁部に近接する主面の領域、及び主面の周縁
部を接続することができる任意の側面、を含む振動板本体の主面の周りの境界全体を意味
することを意図している。本明細書において、別段の記載がない限り、振動板本体又は振
動板構造の周辺領域又は外周領域への言及は、それぞれ振動板本体又は振動板構造の周辺
部内の領域を意味することが意図され、周辺部の一部又は全部を含み得る。構成Ｒ２では
、振動板構造の周囲／周辺領域における振動板構造の質量の減少は、それらの領域におけ
る外側垂直応力補強材の質量の減少を介して達成される。したがって、構成Ｒ２は、振動
板本体の少なくとも１つの主面に隣接して結合された外側垂直応力補強材の量及び／又は
質量が、（振動板構造Ａ１３００を組み込んだ振動板組立体Ａ１０１の質量中心Ａ２１８
が示されている）ベース領域Ａ２２２から遠位又は遠隔にある主面の１つ又は複数の周縁
部で又はそれに向かって減少することを除いて、構成Ｒ１と同様である。これに関連して
、振動板組立体Ａ１０１は、振動板構造Ａ１３００と、オーディオ・トランスデューサ組
立体に組み込まれたときに振動板構造にしっかりと接続され、振動板構造と一緒に動く全
ての他の部品とからなることを意図している。好ましくは、ベース領域から離れた１つ又
は複数の周縁部は、質量中心位置から最も離れた１つ又は複数の縁部である。構成Ｒ１と
同様に、コアせん断問題に対処するために構成Ｒ２の振動板構造に内部補強材が採用され
る。以下の実例では、１つの主面に対して垂直応力補強材の形態が参照される。別段の記
載がない限り、最も好ましい構成では、この形態は、振動板構造の任意の他の主面に又は
その近傍に配置された垂直応力補強材にも適用されることが理解されるであろう。
【１０１２】
　構成Ｒ２の振動板構造Ａ１０１の第１の実例が、図Ａ１、Ａ２及びＡ１５に示されてい
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る。特に図Ａ２ａ及びＡ２ｂを参照すると、この実例では、１つ又は複数の（好ましくは
全ての）垂直応力補強支柱Ａ２０６及びＡ２０７の質量は、振動板構造Ａ１３００のベー
ス領域Ａ２２２から最も遠位にある関連する主面の周縁部又はその近位にある振動板構造
Ａ１３００の領域における各支柱Ａ２０６、Ａ２０７の幅を減少させることによって、減
少する。換言すれば、減少した質量の領域は、振動板構造を組み込んだ振動板組立体のベ
ース領域Ａ２２２又は質量中心Ａ２１８に対して最遠位領域に位置する。振動板組立体は
、上述したように振動板構造Ａ１０１と振動板ベース構造Ａ２２２とを含む。この特定の
例では、振動板ベース構造Ａ２２２は、上記のセクション２．２．１に記載されているよ
うに、ヒンジ組立体のコイル巻線Ａ１０９、スペーサＡ１１０及びシャフトＡ１１１を含
む（ただし、代替でこれらの部品の１つ又は複数の任意の組み合わせを含み得る）。この
実例では、質量中心は、コイルＡ１０９、スペーサＡ１１０及びスチール・シャフトＡ１
１１を含む振動板ベース構造Ａ２２２が振動板構造Ａ１３００の残りの部分に対して比較
的大きな質量であるために、振動板構造Ａ１３００のより厚いベース端部に近接して位置
する。このように、減少した質量を有する垂直応力補強材の領域は、テーパ状の振動板本
体Ａ２０８の最も薄い領域、すなわち振動板構造Ａ１３００の遠位自由端に近接して配置
される。したがって、この構成では、好ましくは、各主面の垂直応力補強材は、振動板構
造のベース領域Ａ２２２から遠位の周辺縁部領域に比較的低い質量を含み、ベース領域又
はその近傍の領域に比較的高い質量を含む。この実例では、各主面の垂直応力補強材は、
振動板構造のベース領域Ａ２２２から遠位の領域では比較的小さい幅を有し、ベース領域
又はその近傍の領域では比較的大きい幅を有する。本明細書では、別段の記載がない限り
、振動板本体の主面の周辺縁部領域への言及は、関連する主面の周縁部に位置し、直接的
に隣接して近接する領域を意味することを意図している。
【１０１３】
　図２Ａａ及びＡ２ｂに示すように、この実例では、Ａ２１６において、垂直応力補強支
柱Ａ２０６、Ａ２０７の幅の減少が階段状に生じるが、代わりに、幅の減少は、支柱の長
さにわたって緩やかに及び／又はテーパ状になってもよいことが理解されるであろう。さ
らに、階段領域Ａ２１６は、振動板本体Ａ２０８の長手方向長さのほぼ中間に位置してい
る。しかし、これは設計上の問題であり、所望の共振応答、使用される材料、及び振動板
本体の設計を含む多くの要因、並びに関連する技術分野の当業者には明らかであろう多数
の他の要因に依存することが理解されるであろう。
【１０１４】
　支柱Ａ２０６、Ａ２０７の幅の減少は、関連する領域の質量を低減するために厚さも減
少してよいし、幅の減少の代わりに厚さを減少してよい。さらに、減少は、関連する領域
の支柱に使用される材料を変更することによって達成され得るが、これは実施することが
より困難であり得ることが理解されるであろう。
【１０１５】
　構成Ｒ２構造の第２の実例を図Ａ９に示す。この実例では、１つ又は複数の窪み部Ａ９
０２が、（第１の実例について上述したように）ベース領域Ａ２２２から遠位にある領域
の各主面の垂直応力補強部材Ａ９０１に形成されている。垂直応力補強材がない領域Ａ９
０２は、動作中に所望の共振応答を達成するのに必要な任意の形状とすることができる。
示された実例では、窪み部Ａ９０２は、切断された楕円である。質量の減少は、ベース領
域Ａ２２２からの距離の関数として増加する。窪み部Ａ９０２は、例えばテーパ状に形成
されており、ベース領域Ａ２２２から最遠位領域において幅が広くなっている。いくつか
の変形例では、窪み部は長方形、三角形、又は任意の他の形状を含むことができる。同様
に、窪み部の数は、所望の共振応答及び用途に従って変更することができる。図Ａ１０は
、例えば図Ａ９の振動板構造の変形例を示しており、単一の切断円／楕円の窪み部Ａ１０
０２が振動板本体の幅のかなりの部分にわたって延びている。
【１０１６】
　図Ａ１１は、構成Ｒ２の振動板構造の他の実例を示している。この実例では、各主面に
隣接する垂直応力補強板は、振動板構造のベース領域Ａ２２２に近接して増加した厚さＡ
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１１０１の領域と、振動板構造のベース領域に対して遠位にある減少した厚さＡ１１０２
の領域とを含む。厚さの減少はＡ１１０３で階段状になっているが、この実例の変形例で
は緩やかに又はテーパ状になり得ることが理解されるであろう。質量の減少は、いくつか
の変形例では、ベース領域Ａ２２２から最遠位領域においてテーパ状となり、増加しても
よい。また、階段Ａ１１０３は、振動板本体の長さに沿ったほぼ中間に配置されているが
、前述のベース領域Ａ２２２から十分に遠位の任意の他の領域にあってもよいことが理解
されるであろう。図Ａ１２は、（補強板の代わりの）補強支柱Ａ１２０１、Ａ１２０２で
厚さの減少が生じるこの実例の変形を示している。ここでもまた、減少はＡ１２０３で段
階状になっているが、緩やかに又はテーパ状になっていてもよく、減少は振動板本体の長
さに沿って中間で生じているが、前述のベース領域Ａ２２２から十分遠位の他の領域に位
置してもよい。
【１０１７】
　構成Ｒ２の振動板構造はまた、外側垂直応力補強材Ｇ３０１の量が、位置及び振動板組
立体の質量中心も示される中心ベース領域から離れた周囲／周縁部に向かって減少するこ
とを除いて、図Ｇ１に示すものと同様の振動板を有する図Ｇ３に示すオーディオ・トラン
スデューサの実施例内にも例示されている。この実例では、振動板本体の周囲に隣接し、
振動板構造のベース領域から最遠位領域の各主面の垂直応力補強板に窪み部が形成される
。さらに、中央ベース領域のより近位に位置する主面の縁部に隣接する各垂直応力補強板
のいずれかの側Ｇ３０３において、垂直応力補強材は省略される。窪み部は、ベース領域
から最遠位領域において幅が増加するようにテーパ状になっている。この実施例では、端
部窪み部Ｇ３０４は三角形であるが、他の形状であってもよい。いくつかの変形例では、
窪み部は実質的に一定の幅を有することができる。この実例では、振動板組立体のベース
領域／質量中心は、振動板本体のほぼ中心に位置するモータ・コイルＧ１１２及びコイル
形成体Ｇ１１１に近接して配置される。このようにして、垂直応力補強材の質量は、振動
板本体の関連する主面の周囲／周縁部の領域で、好ましくは均等に減少する。
【１０１８】
　この実例では、各外側垂直応力補強板Ｇ３０１は、一定の厚さであり、図Ｇ１の実施例
と同じ厚さであり、この場合、外側垂直応力補強材Ｇ３０１の減少は、コイル形成体Ｇ１
１１に取り付けられたコイルＧ１１２から最も遠い縁に向かって増加する補強材除去によ
って生じる。
【１０１９】
　外側垂直応力補強板Ｇ３０１の一部は、内側せん断応力補強部材Ｇ１０９の中間に位置
する縁領域Ｇ３０４から除外される。これは、外側垂直応力補強材Ｇ３０１の上記の部分
に関連する質量を減少させる目的、及び上記の部分を発泡体コアＧ１０８に取り付けるた
めに使用される接着剤を減少させる目的を果たす。
【１０２０】
　上記の垂直応力補強材Ｇ３０１が質量を最小にするために表面の一部から省略された場
合、振動板表面の残りの部分を露出したままにするか、又は少なくとも任意のコーティン
グを塗料の薄い塗膜のように非常に軽量にすることが、質量減少を最大にするので好まし
い。
【１０２１】
　外側垂直応力補強材料Ｇ３０１の量の減少は、隣接する内側補強部材Ｇ１０９の間の局
部領域における振動板の曲げに対する抵抗を減少させるが、この距離は短く、局部的な振
動板共振における関連する悪影響は、質量の減少及び曲げモード変形及びせん断モード変
形の両方の影響の関連する減少によって相殺される。場合によっては、正味の効果は、局
部的な「ブローブ」共振の観点で正味の改善である場合がある。
【１０２２】
　振動板全体の曲げのような非局部的な共振を見ると、再び、外側層垂直応力補強材Ｇ３
０１の減少による曲げモード変形に対する抵抗が減少するが、これは、外側層が省略され
た領域は内側補強部材Ｇ１０９に接続されていないためこの領域における振動板全体の曲
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げに対して比較的効果が低いこと、及び、外側周辺縁部領域における質量の減少、によっ
てある程度相殺される。
【１０２３】
　各主面のこの周辺縁部領域は、振動板の残りの大部分及び重い励起機構、この場合は振
動板の中央に取り付けられたモータ・コイルから離れた位置が主な分割共振モードの励起
の下で比較的大きな距離を移動する傾向があることを意味するから、重要である。周辺縁
部領域の負荷を軽減すると、振動板分割が過度に減少し、また、振動板の質量が減少する
というウィン－ウィンの利益を提供する傾向がある。
【１０２４】
　なお、この振動板構造の場合、抗せん断内側補強部材Ｇ１０９の存在により、外側垂直
応力補強材料／層が省略されていない縁領域は、外側層が省略された縁領域と比較して、
局部的な共振の影響を受けにくい。言い換えると、各窪み部Ｇ１０８の外周部は、内側応
力補強材に直接隣接して接続されるか、又は隣接して配置され、それによって、垂直応力
補強材を含む主面の周辺縁部領域を補強する。また、外側垂直応力補強材Ｇ３０１は、共
生効果を高めるために内側補強部材Ｇ１０９に強固に接続されることが好ましい。これら
の理由から、垂直応力補強材Ｇ３０１は、内側補強部材Ｇ１０９に対して真上ではなく隣
接する又はその間に位置する周辺縁部領域において省略されることが好ましい。
【１０２５】
　図Ｇ４は、図Ｇ３の構成Ｒ２の振動板構造の他の変形例を示している。この実例では、
各垂直応力補強板Ｇ４０１の対向する縁領域に複数の窪み部が形成され、縁領域に向かっ
て外側にテーパ状になる支柱が残る。
【１０２６】
　図Ｇ５は、図Ｇ３の構成Ｒ２の振動板構造のさらに他の変形例を示している。この実例
では、振動板構造は、外側垂直応力補強材の厚さも中央ベース領域から離れた周囲／周縁
部に向かって減少する点を除いて、図Ｇ４に示されているものと同様である。垂直応力補
強部は、位置Ｇ５０１で比較的厚くなっており、位置Ｇ５０３において、窪み部に隣接す
る比較的薄い部分Ｇ５０２に向けて階段状になっている。この構成は、例えば、厚い領域
Ｇ５０１と薄い領域Ｇ５０２とを組み合わせた単一の構成要素を用いるか、又は、一方の
構成要素が領域Ｇ５０２に延び、他方の構成要素が位置Ｇ５０３で止まる２つの積層構成
要素から作ることができる。厚さの減少は、他の実例では、関連する主面の周縁部に向か
って減少するように、階段状又は代わりに緩やかに／テーパ状にすることができる。
【１０２７】
　図Ｇ３、Ｇ４及びＧ５に示すように、（振動板構造が振動板組立体の一部である場合の
励起機構及び／又は質量中心位置が示されている）ベース領域から離れた周辺縁部領域に
向かう外側垂直応力補強材の量の低減は、例えば、外側垂直応力補強層の薄化、特定のゾ
ーン／領域からの外側垂直応力補強層の省略、支柱の狭小化、補強材のテーパ化、及び当
業者には容易に明らかであろう質量減少の他の可能な方法によって行い得る。さらに、振
動板構造は、質量が主面の縁部にさらに近づくにつれて減少する周辺縁部領域において、
テーパ状の質量の減少を含むことができる。これは、窪み部の幅の増加、又は補強板の厚
さのテーパ化、又は例えば補強支柱の厚さ及び／又は幅のテーパ化によって行われてもよ
い。また、質量が減少した周辺縁部領域は、内側応力補強材に直接隣接するか又はその上
に配置される主面の領域に隣接するか、又は主面の領域の間、換言すれば、振動板構造の
内側応力補強部材に直接隣接して又はその上に位置する垂直応力補強材を含む周辺領域に
位置することが好ましい。
【１０２８】
　図Ｇ７及びＧ８は、本発明の構成Ｒ２の構造の２つのさらなる実例を示している。これ
らの実例では、外側垂直応力補強材Ｇ６０１の量／質量は、領域Ｇ６０２において又は関
連する主面の周辺縁部領域の近傍において減少する。例えば、図Ｇ７の変形例では、上部
垂直応力補強部材の幅が減少され、垂直応力補強材の両端部に三角形の窪み部又はノッチ
が配置され、２つの追加の三角形のアパーチャ／窪み部が両端部に各三角形窪み部に隣接
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して形成される。（振動板本体の３つの主面にわたって延びる）下部垂直応力補強部材は
、省略された２つの対向する傾斜面を有する。２つの他の対向する傾斜面は、それらの終
端に形成された三角形の窪み部を有し、２つの追加の三角形のアパーチャが両端部に三角
形の窪み部に隣接して形成される。このようにして、窪み部は、ベース領域から遠位にあ
る関連する主面の隣接領域の垂直応力補強材の質量を減少させる。外側領域は、この構造
を組み込んだ振動板組立体のモータ・コイルＧ１１２及び形成体Ｇ１１１が配置されるベ
ース領域から遠位の領域である。
【１０２９】
　図Ｇ８の実例では、垂直応力補強部材は、一連の支柱を含む。上部主面に沿った支柱は
、主面の長手方向縁部に対して実質的に平行且つ遠位に延びる一対の長手方向支柱を含む
。一対のクロス支柱は、両端部に配置され、一対の長手方向支柱の間に延びる。振動板本
体の下面において、（３つの主面にわたって延びる）垂直応力補強材は、対向する一対の
傾斜面のそれぞれにおいて隣接する一対の三角形の歯、及び、傾斜面の間の中央面の縁部
に沿って延び、各傾斜面の歯に接続する一対の長手方向支柱、を含む囲まれた形状を形成
する一連の支柱を含む。この変形例では、垂直応力補強材は、周辺縁部領域Ｇ８０１にお
いて段差Ｇ８０２を介して厚さが減少しており、それにより、ベース領域から遠位のこれ
らの外側領域における垂直応力補強材の量／質量をさらに減少させる。ベース領域は、振
動板構造とモータ・コイルＧ１１２と形成体Ｇ１１１とを含む振動板組立体の質量中心が
示される領域である。これらの実例のそれぞれにおいて、窪み部及びアパーチャは、弧状
、環状などの代替の形態を取ることができることが理解されるであろう。また、図Ｇ８の
実例では、厚さの減少がＧ８０２で段階的に行われているが、他の実施例ではこれは代替
的に緩やかであってもよいことが理解されるであろう。
【１０３０】
　図Ａ９は、単一振動板回転動作の振動板組立体に実装された構成Ｒ２の一実例である実
施例Ａ９を示している。図Ｄ１は、マルチ振動板回転動作の振動板組立体に実装された構
成Ｒ２の一実例である実施例Ｄ１を示している。
【１０３１】
　構成Ｒ３
　本発明のさらなる振動板構造の構成は、振動板先端部におけるコアせん断変形及び高質
量に起因する共振問題に同時に対処するように設計されたものであり、図Ａ１及びＡ２に
示される第１の実例を参照して説明される。この振動板構造の構成は、ここでは構成Ｒ３
と呼ばれる。構成Ｒ３の振動板構造は構成Ｒ１のサブ構造であり、構成Ｒ１の構造に組み
込まれている多くの特徴が構成Ｒ３の構造にも組み込まれる。構成Ｒ３の振動板構造は、
構成Ｒ１に従った振動板構造で構成され、振動板構造のベース領域から遠位にある振動板
本体の１つ又は複数の周辺部領域は、振動板本体の残りの部分及び／又は振動板構造のベ
ース領域の近位にある領域に対して厚さが減少している。これは、構成Ｒ２の構造の場合
と同様に、質量中心から離れた領域内の振動板構造の質量を減少させる効果がある。構成
Ｒ３の最も好ましい実施では、振動板構造のベース領域から遠位又は遠隔にある１つ又は
複数の周辺部領域は、ベース領域に近接する領域に対して減少した厚さを含む。図Ａ１、
Ａ２及びＡ１５に示される実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの実例では、振動板
構造Ａ１３００はくさび形であり、厚い端部Ａ１３００ｂから薄い端部Ａ１３００ａまで
本体の長さに沿って厚さがテーパ状になる。厚さの減少／テーパは、緩やかに連続的であ
るが、代わりに階段状であるか、又は他の任意のプロファイルを含むことが好ましく、及
び／又は、テーパは本体の長さに沿った途中であり必ずしも周辺領域に位置するとは限ら
ない領域で始まってもよい。厚さが減少した周辺領域は、好ましくは、振動板構造のベー
ス領域から最も離れている領域である。この実例では、ベース領域Ａ１３００ｂ又はその
近傍にあり振動板ベース構造に結合するように構成された振動板本体Ａ２０８の一端は、
ベース領域から遠位の対向する端部領域Ａ１３００ａよりも厚い。
【１０３２】
　実施例Ａの実例では、振動板本体のベース領域Ａ１３００ｂと、ベース領域から最も遠
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い対向する周辺領域Ａ１３００ａとの間の厚さのエンベロープ又はプロファイルは、振動
板本体の冠状面に対して少なくとも約４度の角度をなしており、より好ましくは、振動板
本体Ａ２０８の冠状面に対して少なくとも約５度の角度をなす。例えば、図Ａ２ｆに示す
角度Ａ２２３は、振動板構造Ａ１３００の主面Ａ２１４が、冠状面Ａ２１３に対して約７
．５度の角度をなすことを示している。
【１０３３】
　構成Ｒ３の振動板構造の他の実例が、図Ｇ６に示すオーディオ・トランスデューサの実
施例に関連して示されている。振動板本体Ｇ６０２は、（振動板構造に結合されたモータ
・コイルＧ１１２及び形成体Ｇ１１１を含む振動板組立体ベース構造における又はこれの
近位における）振動板構造の中央ベース領域から遠位にある厚さが減少した１つ又は複数
の周辺領域を含む。上述したように、厚さの減少は、これらの遠位領域における振動板構
造の質量を減少させる。振動板本体は、本体がテーパ状になり、中央ベース領域から外側
に向かって厚さが減少する切断台形形状を含む。この実例では、全ての周辺領域からなる
全周囲は、比較的厚い、好ましくは最も厚い振動板本体の一部分を含む中央領域に対して
減少した厚さを含む。
【１０３４】
　構成Ｒ３の振動板構造は、ベース領域から遠位（好ましくは最も遠位）の領域の振動板
構造の質量を減少させることによって構成Ｒ２の振動板構造によって達成されるのと同様
の結果を達成する。両方の実例では、コア材料のせん断によって促進される縁部付近のコ
ア曲げ及び／又はコアブローブ共振によって促進される局部的な横方向の共振（これらの
モードは、この場合同じものに組み合わされる傾向があり得る）に対して外側垂直応力補
強材（例えばＧ６０１）及びコア（例えばＧ６０２）自身の質量をジオメトリが支持でき
ないので、周辺領域を薄くし過ぎないのが好ましい。言い換えれば、構造は、これらの周
辺領域において実質的に堅いままであることが好ましい。内側補強部材（例えば、Ｇ６０
３）は、コアせん断問題に対処する。
【１０３５】
　構成Ｒ４
　次に、本発明の構成Ｒ１の振動板構造のさらに他のサブ構造について説明する。この振
動板構造は、ここでは構成Ｒ４と呼ばれ、関連する構造のベース領域の遠位の１つ又は複
数の周辺領域における振動板本体の振動板薄化、及び、構造のベース領域（基本的に構成
Ｒ２と構成Ｒ３の振動板構造の組み合わせ）から遠位の主面の周辺縁部領域又はこれに隣
接する領域における少なくとも１つの主面の外側垂直応力補強質量の減少、の両方を採用
することによって、構成Ｒ２及びＲ３よりもより包括的に同じ共振源に対応する。
【１０３６】
　ベース領域から遠位の周辺縁部領域における垂直応力補強材の低減された質量は、振動
板本体の支持すべき関連する周辺領域の質量がより少なくなることを意味し、これは、振
動板本体の周辺領域をより薄くすることができ、相乗効果が得られることを意味する。構
成Ｒ４は、くさび形状の振動板本体構造の図Ａ１／Ａ２、Ａ９、Ａ１０、Ａ１１、Ａ１２
に示す振動板構造に例示されており、台形プリズム振動板本体構造の図Ｇ７及びＧ８に示
す振動板構造にも例示されている。垂直応力補強材の形態は構成Ｒ２において詳細に説明
されているので、簡潔にするために繰り返さない。同様に、これらの実例の振動板本体質
量の減少は構成Ｒ３において詳細に説明されているので、簡潔にするために繰り返さない
。これらの実例の全てにおいて、垂直応力補強材の質量の減少及び振動板本体の質量／厚
さの減少は、振動板構造を組み込んだ関連する振動板組立体の質量中心位置を表すベース
領域から遠位（好ましくは最も遠位）の振動板構造の同じ周辺領域に存在する。
【１０３７】
　これは例えば、図Ｇ７に示される実施例において、外側垂直応力補強材Ｇ７０１の一部
分が質量を減らすために省略され、特に内側補強部材Ｇ６０３の間の途中に位置する周辺
縁部領域から除外されている点を除いて、図Ｇ６に示される実施例と同様である。これは
、外側層Ｇ７０１の上記の部分に関連する質量、及び、上記の部分をコアＧ６０２に取り
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付けるために使用される接着剤に関連する質量を、臨界端部領域から低減する目的を果た
す。正味の効果は、周辺領域における質量の減少であり、その結果、振動板本体コアＧ６
０２は、自重を支持するだけでよい。
【１０３８】
　構成Ｒ２に関して先に説明したように、これは、垂直応力補強材Ｇ７０１の一部を省略
する場合に、内側補強部材Ｇ６０３の間の領域で生じることが好ましい。
【１０３９】
　構成Ｒ４の振動板構造の重要な目的は、振動板分割共振モードに伴う悪影響の軽減であ
るが、振動板周辺領域の薄化及び周辺縁部領域からの補強材料の除去には、振動板の全体
の質量が減少し、ドライバ効率が向上するという追加の効果がある。
【１０４０】
２．３構成Ｒ５～Ｒ７オーディオ・トランスデューサ
　コーン膜型及びドーム膜型の振動板を有する従来のスピーカは、多くの膜型共振モード
の深刻な影響を受け、これはモードの励起を最小限に抑えるために製造精度のバランシン
グ及び改善などの技術によって対処される場合があり、また、プラスチック、コーティン
グ又はスライスされた紙、シルク、ケブラーのような振動板材料を使用して減衰させるこ
とによっても対処される場合もある。
【１０４１】
　「振動板周囲」構成要素は、従来の薄膜型の振動板で次の重要な役割を果たす。１）薄
い振動板端部を支持して、曲がったときに周囲構成要素に触れないようにし、２）振動板
は「ゴング」モードのような特定の共振に対する抵抗の観点で剛性が低い場合があるので
共振を減衰する。
【１０４２】
　従来の周囲及びスパイダ振動板サスペンション構成要素は、問題のある３ウェイ設計の
妥協を生み出し、振動板の可動域の増大又は振動板の基本共振周波数の減少の要求はそれ
ぞれ、より広いより緩いサスペンション構成要素をもたらし、これによりスピーカの周波
数帯域幅の上端で共振の問題が増加する。簡単に言えば、これは、バスの改善が望ましく
ない共振の増加をもたらすことを意味する。
【１０４３】
　それにもかかわらず、振動板周囲サスペンション構成要素は、非膜型の振動板の範囲と
の組み合わせを含み、遍在している。
【１０４４】
　しかしながら、この共生効果は、従来の周囲が厚く剛性のある設計アプローチの振動板
と組み合わされている場合には当てはまらない。
【１０４５】
　実質的に剛性の振動板構造を周囲構造と実質的に物理的に連結しない外周領域と組み合
わせたオーディオ・トランスデューサは、いくつかの利点を提供する。第１に、振動板の
周辺領域は、もはや周囲を支持する必要がなく、比較的軽い自重質量を支持するだけでよ
いので、剛性を低くし、より軽量にすることができる。中間振動板領域は、周囲も除去さ
れた周辺領域の質量の構成要素も支持する必要がなくなるため、大幅に軽量化することが
できる。振動板のベースは、もはや周囲を支持する必要がなく、除去された周辺領域の質
量の構成要素も、除去された中間領域の質量の構成要素も支持する必要がなくなるので、
より軽量化することができる。他の場所での質量の減少のために電磁コイルを軽量化する
ことができる。回転動作振動板の場合、ヒンジ機構には少ない質量しかかからないので、
支持が改善される。
【１０４６】
　これらの特定された原理を使用して上に述べたいくつかの欠点に対処するように設計さ
れた様々なオーディオ・トランスデューサ構成を、いくつかの実例を参照して説明する。
以下のオーディオ・トランスデューサの構成を、ここでは簡潔にするために構成Ｒ５～Ｒ
７と呼ぶ。構成Ｒ５～Ｒ７オーディオ・トランスデューサについて、実例を参照してさら
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に詳細に説明するが、本発明はこれらの実例に限定されるものではないことを理解された
い。特に明記しない限り、本明細書の構成Ｒ５～Ｒ７のオーディオ・トランスデューサへ
の言及は、当業者には明らかであるように、以下の例示的に説明されるオーディオ・トラ
ンスデューサのいずれか１つ、又はこれらの構成の説明された設計特徴を含む他のいずれ
かのオーディオ・トランスデューサを意味するものと解釈される。
【１０４７】
　自由周辺部
　構成Ｒ５～Ｒ７の各オーディオ・トランスデューサにおいて、オーディオ・トランスデ
ューサは、トランスデューサの周囲構造と物理的に連結されていない１つ又は複数の周辺
領域を有する振動板構造を有する振動板組立体に含まれる。
【１０４８】
　この文脈で使用される「物理的に連結されていない」という句は、振動板構造の周辺部
の関連する自由領域とハウジングとの間に直接的又は間接的に物理的に連結されていない
ことを意味することを意図している。例えば、自由領域又は非連結領域は、好ましくは、
直接、或いは固体の周囲要素、固体のサスペンション要素、又は固体の封止要素のような
中間固体構成要素を介してハウジングに連結されず、それらが吊り下げられる又は間隙に
よって通常は吊り下げられる構造から分離されている。間隙は、好ましくは、気体間隙又
は液体間隙のような流体間隙である。
【１０４９】
　さらに、この文脈におけるハウジングという用語は、振動板構造の少なくとも実質的な
部分をその間又はその内部に収容する任意の他の周囲構造も包含することを意図している
。例えば、振動板構造の一部又は全体を取り囲むバッフル、又はオーディオ・トランスデ
ューサの他の部分から延び振動板構造の少なくとも一部を囲む壁さえも、この文脈では、
ハウジング又は少なくとも周囲構造を構成し得る。したがって、物理的に連結しないとい
う句は、場合によっては、他の周囲固体部品との物理的な関連がないと解釈することがで
きる。トランスデューサのベース構造は、このような固体周囲部品と考えることができる
。例えば、本発明の回転動作の実施例では、振動板構造のベース領域の一部は、関連する
ヒンジ組立体によってトランスデューサ・ベース構造に対して物理的に連結され吊り下げ
られていると考えることができる。しかしながら、振動板構造の外周の残りの部分は、連
結されてなくてもよく、したがって振動板構造は少なくとも部分的に自由な周辺部を含む
。
【１０５０】
　本明細書において外周部に関して使用される「少なくとも部分的に物理的に連結しない
」という句（又は「少なくとも部分的に自由な周辺部」又は場合によっては略記される「
自由周辺部」という他の同様の句）は、以下のいずれかの周辺部を意味することを意図し
ている。
・周辺部のほぼ全体が物理的に連結しない、又は
・周辺部が周囲構造／ハウジングに物理的に連結されている場合、少なくとも１つ又は複
数の周辺領域は、これらの領域が周辺部と周囲構造との間の周長に対する連結における不
連続部を構成するように物理的に連結しない。
【１０５１】
　周辺部のほぼ全長に沿った１つ又は複数の縁部に沿って物理的に連結されているが、１
つ又は複数の他の周辺部縁部又は（図Ｇ１に示す従来のサスペンションのような）側面に
沿って連結されていない振動板構造の周辺部は、少なくとも部分的に物理的に連結されて
いない外周部を含む振動板構造を構成せず、この場合周辺部の全長又は周長が少なくとも
１つの領域で支持され、周長に関して連結に不連続性がない。
【１０５２】
　したがって、オーディオ・トランスデューサが例えば固体の周囲要素又は個体の封止要
素を含む固体サスペンションを含む場合、好ましくは、固体サスペンションは、周辺部付
近の連結において不連続性を有するハウジング又は周辺構造に振動板構造を連結する。例
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えば、サスペンションは、周辺部の周長の８０％未満の長さに沿って振動板構造を連結す
る。より好ましくは、サスペンションは、周辺部の周長の５０％未満の長さに沿って振動
板構造を連結する。最も好ましくは、サスペンションは、周辺部の周長の２０％未満の長
さに沿って振動板構造を連結する。
【１０５３】
　図Ｇ９Ａ～Ｅに示すオーディオ・トランスデューサの実施例（以下、実施例Ｇ９と呼ぶ
）は、部分的な自由周辺部の実装の実例である。このオーディオ・トランスデューサは、
図Ｇ１ａ～ｃに示すものと同様である。磁石組立体及びバスケットＧ１０３及びスパイダ
Ｇ１０５は、図Ｇ１ａ～ｃに示すものと同じ組立体であり、振動板組立体Ｇ６００は、図
Ｇ６ａ～ｆに示すものと同じ組立体である。唯一の他の相違点は、振動板構造のサスペン
ションＧ１０２が、周長の周りのサスペンションにおける不連続を引き起こす複数のサス
ペンション部材Ｇ９０１で置き換えられていることである。このように、この実施例は、
振動板構造の１つ又は複数の外周領域Ｇ９０８が、周辺部Ｇ９０２と物理的に連結されて
いない自由縁部設計を構成する。自由周辺領域Ｇ９０８では、振動板構造の外周部と（構
造Ｇ９０２の位置Ｇ９０２ｂにおける）周囲構造Ｇ９０２との間に空気間隙Ｇ９０３が存
在する。周囲構造Ｇ９０２は、バスケットＧ１０３に強固に結合されてもよい。
【１０５４】
　図示のように、好ましくは、物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領域Ｇ９０８は、
振動板構造の全周長（例えば、約２×Ｇ９０６＋２×Ｇ９０５）の少なくとも２０％を構
成する。より好ましくは、１つ又は複数の自由周辺領域は、周長の少なくとも５０％、又
は少なくとも８０％を構成する。この物理的な連結の欠如は、振動板構造の周長の周りに
より高い連結度を有する実施例よりも利点を提供する。１つの利点は、より低い基本成分
Ｗｎが容易になることであり、もう１つは、周辺部が機械的共振に悪影響を及ぼす傾向が
あるので音伝播構成要素の面積及び周辺長を低減することが音質に利益をもたらすことが
できることである。例えば周長の約２０％に沿った部分的に物理的に連結されていない周
辺部は、（例えば、基本周波数Ｗｎを低下させることによって）動作帯域幅に有意な利点
を提供し、周辺部の分割によって生じる歪みを低減する。他の実例として、基本振動板周
波数が変わらないように、周辺部が部分的に物理的に連結されておらず、残っている周囲
材料が厚くなっている場合、周囲部の固有の共振モードが周波数を増加させることがある
。振動板Ｇ９０８の周辺領域の連結していない部分は、空気間隙Ｇ９０３によって周囲構
造Ｇ９０２から分離されている。好ましくは、この間隙は実質的に小さい。例えば、用途
によっては０．２～４ｍｍの間であってもよい。
【１０５５】
　振動板サスペンション部材Ｇ９０１は、振動板Ｇ６００を、この場合にはバスケットＧ
１０３のガイドプレートＧ９０２である周囲構造Ｇ９０２の主面Ｇ９０２Ａに連結する。
これは、スパイダＧ１０５との組み合わせで、振動板組立体Ｇ６００をバスケット及び磁
石組立体内に動作可能に吊り下げる振動板サスペンション・システムを提供する。各振動
板サスペンション部材Ｇ９０１は、フレキシブル領域Ｇ９０１ａと、連結タブＧ９０１ｂ
及びＧ９０１ｃとから構成されている。タブＧ９０１ｃは、ガイドプレートの主面Ｇ９０
２ａに取り付けるための表面積を提供する。タブＧ９０１ｃは、振動板構造の外周部にお
いて外側補強材Ｇ６０１及びコアＧ６０２に取り付けられる。この実施例では、振動板サ
スペンション部材Ｇ９０１はゴム製である。他の適切な材料には、ばね鋼及びチタン、シ
リコン、独立気泡発泡体及びプラスチックのような金属が含まれる。これらの構成要素は
、（例えば、液体サスペンションではない）固体サスペンション構成要素である。例えば
長さＧ９０７及び領域Ｇ９０１ａの幅などのジオメトリは、サスペンション・システムの
追従性に大きな影響を与える。材料のジオメトリとヤング率の組み合わせは、好ましくは
、このトランスデューサに実質的に低い基本周波数Ｗｎを提供するように適合すべきであ
る。
【１０５６】
　任意のオーディオ・トランスデューサの実施例では、振動板構造の周辺部が、少なくと
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も部分的に及び著しく物理的に連結しないことが好ましい。例えば、著しく自由な周辺部
は、外周部の長さ又は２次元周長の少なくとも約２０パーセント、又はより好ましくは、
外周部の長さ又は２次元周長の少なくとも約３０パーセントを構成する１つ又は複数の自
由周辺領域を含むことができる。振動板構造は、より好ましくは、例えば、外周部の長さ
又は２次元周長の少なくとも５０パーセント、又はより好ましくは、外周部の長さ又は２
次元周長の少なくとも８０パーセントで実質的に物理的に連結しない。最も好ましくは、
振動板構造は、おおよそ完全に物理的連結がない。
【１０５７】
　本発明のいくつかのオーディオ・トランスデューサの実施例では、本明細書のセクショ
ン５．２．１及び５．２．５の実施例Ｐ及びＹについてそれぞれ説明したように、強磁性
流体を振動板構造の外周部を支持するために利用することができる。強磁性流体は、振動
板構造の外周部と周囲構造の内周部との間に（上記の基準で定義された）物理的な機械的
連結が実質的に存在しない場合、固体サスペンションなどの固体構成要素を構成しない。
磁性流体又は他のサスペンション流体は、例えば実施例Ｇ９の間隙Ｇ９０３に配置されて
もよく、振動板構造は依然として自由周辺部型とみなされる。
【１０５８】
　本明細書では、自由周辺部構成、すなわちセクション２．３で定義される自由周辺部構
成を（このセクション２．３以外で）参照する場合又は他の同様の参照をする場合、特に
明記しない限り、そのような構成は、以下のセクション２．３．１～２．３．３で説明す
る追加の機能がその参照のサブ構成であることから排除されないが、この追加の機能に限
定することを意図していない。
【１０５９】
２．３．１　構成Ｒ５
　次に、本発明のオーディオ・トランスデューサの構成を、図Ａ６ｇを参照して説明する
。オーディオ・トランスデューサＡ１００は、構成Ｒ５として参照されるが、このオーデ
ィオ・トランスデューサで使用される振動板構造は、必ずしも構成Ｒ１の振動板構造のサ
ブ構造ではないが、いくつかの変形例では構成Ｒ１の振動板構造のサブ構造であり得るこ
とに留意することが重要である。構成Ｒ５のオーディオ・トランスデューサは、ベース領
域Ａ２２２から遠位にある振動板本体Ａ２０８／振動板構造Ａ１３００の１つ又は複数の
周辺領域において振動板サスペンション／周囲部を同時に実質的に排除し、外側垂直応力
補強材の質量を実質的に減少することによって、改善された振動板の分割挙動を提供する
。構成Ｒ５のオーディオ・トランスデューサは、トランスデューサの周囲構造と少なくと
も部分的に物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領域を有する振動板構造Ａ１３００と
、振動板構造のベース領域Ａ２２２から遠位にある主面の１つ又は複数の周辺縁部領域に
向かって質量が減少する、１つ又は複数の主面に関連する外側垂直応力補強材を有する実
質的に軽量な振動板本体Ａ２０８と、を有する振動板組立体Ａ１０１に含まれる。
【１０６０】
　図Ａ６ｇの構成Ｒ５オーディオ・トランスデューサに示すように、オーディオ・トラン
スデューサ組立体Ａ１００（本明細書ではオーディオ・トランスデューサを組み込んだオ
ーディオデバイスとも呼ぶ）は、（上述の構成Ｒ１、Ｒ２、及びＲ４の振動板構造のよう
に）外側垂直応力補強材Ａ２０７６／Ａ２０７で補強された１つ又は複数の主面を有する
本体Ａ２０８を有する（図Ａ１５に示す）振動板構造Ａ１３００を含む振動板組立体Ａ１
０１を含む。構成Ｒ２の振動板構造と同様に、構成Ｒ５オーディオ・トランスデューサの
振動板構造の垂直応力補強材は、振動板構造のベース領域から遠位にあるか又は振動板組
立体の質量中心位置から遠位にある、関連する主面の１つ又は複数の周辺縁部領域におい
て比較的小さい質量をもたらす質量分布を含む。
【１０６１】
　オーディオ・トランスデューサは、例えば、振動板組立体Ａ１０１をその中に収容する
ためのエンクロージャ及び／又はバッフルの形態のハウジング又は周囲Ａ６０１をさらに
含む。ハウジングは、トランスデューサ・ベース構造Ａ１１５も内部に収容することが好
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ましい。垂直応力補強材の質量の減少に加えて、振動板構造Ａ１３００は、この実例では
ハウジングＡ６０１である周囲構造の内部と少なくとも部分的に物理的に連結しない周辺
部を含む。この実例では、振動板構造Ａ１３００の周辺部の約９６％は、ハウジングＡ６
０１及びトランスデューサ・ベース構造を含む任意の周囲構造との物理的な連結がなく、
空気間隙Ａ６０７で示すようにハウジングの内壁から離間している。このように、外周部
は、おおよそ完全に物理的連結がない。しかしながら、ベース領域Ａ２２２は、トランス
デューサ・ベース構造に対して振動板サスペンション・システムによって吊り下げられ、
（周辺縁部周長の約４％を構成する）ヒンジ接続部でベース構造と物理的に連結する。し
かしながら、いくつかの変形例では、振動板構造の周辺部は、上記とは異なる量だけハウ
ジングと部分的に物理的に連結しないが、依然としてはっきりとは物理的に連結しなくて
もよい。例えば、振動板構造がはっきりとは物理的に連結しない場合、物理的に連結しな
い１つ又は複数の周辺領域は、外周部の長さ又は２次元周長の少なくとも約２０パーセン
トを構成することが好ましく、外周部の長さ又は２次元周長の少なくとも約３０パーセン
トを構成することがより好ましい。振動板構造は、実質的に物理的に連結しなくてもよく
、例えば、外周部の長さ又は２次元周長の少なくとも５０パーセントが物理的に連結せず
、又はより好ましくは、外周部の長さ又は２次元周長の少なくとも８０パーセントが物理
的に連結しない。
【１０６２】
　この実例では、物理的に連結しない少なくとも１つ又は複数の周辺領域は、振動板構造
のベース領域から最も遠位にある少なくとも１つの周辺領域（例えば、振動板組立体のベ
ース領域に対向する縁部）を含む。
【１０６３】
　構成Ｒ５は、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサＡ１００において使用される。
しかしながら、この構成のオーディオ・トランスデューサで使用される振動板構造は、構
成Ｒ１～Ｒ４の振動板構造、或いは１つ又は複数の主面を有する振動板本体と、上記の主
面のうちの少なくとも１つに隣接して接続されて、動作中に本体に受ける圧縮－引張応力
に抵抗する垂直応力補強材と、を含む任意の他の振動板構造のいずれかであってもよく、
垂直応力補強材の質量分布は、比較的小さい質量が振動板組立体の質量中心位置から遠位
の１つ又は複数の領域にあるようなものである。振動板組立体Ａ１０１の代わりに使用さ
れ得る振動板組立体の実例が、例えば図Ａ１１に示されている。この組立体は、コアＡ１
００４が場合によっては内部に積層された内側せん断補強材を有しておらず、外側垂直応
力補強材が薄い箔から構成されることを除いて、実施例Ａのものと同様である。箔は、振
動板組立体の比較的高い質量ベースに近接する領域Ａ１１０１においてより厚く、１つ又
は複数の遠位領域において振動板先端に向かう領域Ａ１１０２においてより薄い。厚さの
階段状の変化は、図Ａ１１ｂの位置Ａ１１０３の詳細図に示されている。この実例では、
振動板本体の１つ又は複数の遠位領域は、減少した厚さ又は質量を有する垂直応力補強材
の１つ又は複数の遠位領域と整列される。他の構成について上に述べたように、厚さは、
他の変形例では、テーパ状又は緩やかに変化してもよい。この変形例では、厚さが減少し
た領域Ａ１１０２は、使用中の励起機構を結合するように構成された領域から最も遠位の
振動板の先端／縁部領域に最も近位の領域である。
【１０６４】
　例えば構成Ｒ１及びＲ２について上に説明したように、質量中心から遠位の領域におけ
る外側垂直応力補強材の質量の減少を達成する多くの代替変形が存在することが理解され
るであろう。これらの変形は、構成Ｒ５のオーディオ・トランスデューサの振動板構造に
対しても可能であるが、これに限定されない。例えば、図Ａ１／Ａ２、Ａ９、Ａ１０、Ａ
１２、Ｇ３、Ｇ４及びＧ７の振動板構造の外部垂直応力補強材を代替的に使用することが
できる。図Ｇ３、Ｇ４及びＧ７の振動板は、（例えば、実施例Ｇ９又は同様のもののよう
に）Ｒ５構成を構成するために周辺部を少なくとも部分的に物理的に連結しない振動板サ
スペンションとともに配置する必要があることに留意されたい。さらに、いくつかの変形
例では、振動板構造は、構造Ｒ１において記載された振動板構造のいずれかに応じた内側
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応力補強板をも含むことができる。この構成のオーディオ・トランスデューサで使用され
る振動板構造は、１つ又は複数の以下の（上述の）特徴の任意の組み合わせを含むことが
できることが理解されるであろう。
・質量中心位置から最も遠位の１つ又は複数の周辺領域には、垂直応力補強材がなく、
・振動板本体は、質量中心位置から遠位の１つ又は複数の領域に比較的小さい質量を含み
、
・振動板本体は、１つ又は複数の遠位領域において比較的薄い厚さを有する。厚さは、１
つ又は複数の遠位領域に向かってテーパ状になっていてもよく、又は階段状であってもよ
く、
・振動板本体の厚さは、質量中心位置又はその近傍の領域から、質量中心位置から最も遠
位の１つ又は複数の領域まで連続的にテーパ状になり、且つ／又は
・振動板本体の１つ又は複数の遠位領域は、減少した厚さ又は質量を有する垂直応力補強
材の１つ又は複数の遠位領域と整列される。
【１０６５】
　振動板構造のベース領域の近くに位置する外側垂直応力補強材の一部分は、振動板の曲
げに対して、ベース領域から遠位の縁部領域のような振動板の他の遠位部分、重い振動板
ベース及び力伝達構成要素を支持しなければならない「ピギー・イン・ザ・ミドル」であ
るため、分割条件下でより多くの荷重を受ける。これは、非縁部（ベースから遠位の）領
域がより厚い外側補強材を有することがより最適であることを意味する。一方、振動板組
立体の質量中心から離れて位置する外側層及び外周部の近傍の部分は、振動板の遠位部分
を支持する必要がないので、上述のように外側垂直応力補強材を減少することができる。
【１０６６】
　図Ａ１１の振動板組立体はまた、構成Ｒ３の振動板構造のように、振動板構造のベース
領域から離れた外周領域及び／又は振動板組立体の質量中心に向かってテーパ状になる振
動板厚さも特徴としており、これは、周辺領域における過度の厚さに関連する過剰な振動
板の質量に起因する不利益もまた除去されることを意味するが、代替の実施例では、厚さ
は、振動板本体の長さに沿ってテーパ状ではなく実質的に均一であってもよいことが理解
されるであろう。
【１０６７】
　この構成のいくつかの実装では、本明細書のセクション５．２．１及び５．２．５の実
施例Ｐ及びＹについてそれぞれ説明したように、強磁性流体を振動板組立体の外周部を支
持するために利用することができる。上述したように、強磁性流体の変化は、振動板組立
体の外周部と周囲構造の内周部との間に（上記の基準で定義された）物理的な機械的連結
が実質的に存在しない場合、依然としてこの構成の範囲内にある。例えば本明細書のセク
ション２．２に記載されている実施例Ａのトランスデューサを含む、回転動作オーディオ
・トランスデューサのいずれも、関連する振動板構造又は組立体のための強磁性流体支持
を含むように変更することができ、本発明は、実施例Ｐ及びＹに例示されるような線形動
作オーディオ・トランスデューサの振動板組立体を支持することに限定されることを意図
しない。
【１０６８】
２．３．２　構成Ｒ６
　他のオーディオ・トランスデューサの構成を図Ａ６ｇ及び図Ａ１０を参照して説明する
。このオーディオ・トランスデューサの構成は、構成Ｒ５のオーディオ・トランスデュー
サのサブ構成であり、以下、構成Ｒ６と呼ぶ。本発明の構成Ｒ６のオーディオ・トランス
デューサは、振動板本体の１つ又は複数の主面において外側垂直応力補強材によって補強
された軽量（好ましくは発泡体）振動板本体を有するオーディオ・トランスデューサを含
む。振動板構造は、構成Ｒ１～Ｒ４について説明したような内側応力補強材を含んでもよ
いし、含まなくてもよい。図Ａ６ｇは、周囲のハウジングと少なくとも部分的に物理的に
連結しない振動板構造の周辺部を示す。構成Ｒ５に関する上記の説明は、この自由周辺部
設計の特徴を説明する。図Ａ１０を参照すると、構成Ｒ６のオーディオ・トランスデュー
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サ組立体において、図Ａ１０の振動板組立体は、実施例Ａのオーディオ・トランスデュー
サにおいて利用され、構成Ｒ５のオーディオ・トランスデューサの振動板構造に従って１
つ又は複数の減少した質量を含む垂直応力補強部材Ａ１００１を有する振動板構造を含む
。この構成では、振動板構造は、関連する主面の１つ又は複数の周辺縁部領域Ａ１００２
において垂直応力補強材を欠いており、各周辺縁部領域Ａ１００２は、質量中心位置から
関連する主面の最遠位周辺縁部までの総距離の５０パーセントである、質量中心位置を中
心とする半径に、又はそれを超えて配置される。
【１０６９】
　質量中心位置は、上述の構成に従って振動板構造を組み込んだ振動板組立体の質量中心
位置である。外側垂直応力補強材Ａ１００１は、臨界外縁領域における質量の減少を達成
するために、ベース領域から遠位の関連する主面の１つ又は複数の周辺縁部領域の近くで
不連続である。さらに、周囲構造と実質的に物理的に連結しない振動板構造設計が、構成
Ｒ５に従って採用される。すなわち、構成Ｒ６のオーディオ・トランスデューサは、振動
板組立体を収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルを有するハウジングをさら
に含み、振動板構造は、ハウジングの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の外周領域
を含む。上述したように、好ましくは、１つ又は複数の外周領域は、図Ａ６ｇに示すよう
に、振動板構造の外周の長さの少なくとも２０％を構成する。振動板構造は、通常動作の
間に実質的に剛性を維持するように設計されている。上述したように５０％の半径を超え
て、しかしより好ましくは振動板組立体の質量中心からの距離の８０％を超えて配置され
た１つ又は複数の周辺領域において、関連する表面から除去された垂直応力補強材料も存
在する。好ましくは、ハウジングの内部と物理的に連結しない振動板構造の周辺の領域と
、ハウジングの内部との間に小さな空気間隙がある。ある場合には、振動板構造の周辺領
域とハウジングとの間の距離によって画定される空気間隙の幅は、振動板本体の主面に沿
った最も短い長さの１／１０未満、より好ましくは１／２０未満である。場合によっては
、空隙間隙幅は、振動板本体の長さの１／２０未満である。空気間隙幅が１ｍｍ未満の場
合もある。
【１０７０】
　振動板本体の関連する主面の面積の合計からその少なくとも約１０％、より好ましくは
少なくとも約２５％、最も好ましくは少なくとも約５０％の領域Ａ１００２では外側垂直
応力補強材が省略される。垂直応力補強材を薄くすることとは対照的に、特定の領域から
垂直応力補強材を省略することの利点は、接着剤を必要としないことである。これは、こ
のような領域の振動板本体が、自重を支えることができるだけでよいことを意味する。こ
の理由から、この非常に重要な領域での質量を最小にするために、垂直応力補強材がない
領域Ａ１００２が露出しているか又は被覆されていない、又はこれらの領域で利用される
少なくともいずれかのコーティングは、例えば塗料の薄いコーティングのように非常に軽
量であることが（必須ではないが）好ましい。
【１０７１】
　図Ａ１０に示す実施例は、構成Ｒ６のオーディオ・トランスデューサ組立体において使
用することができる振動板構造の一例である。コアＡ１００４は固体であり、振動板表面
の垂直応力補強材は、実質的に均一／一貫した厚さであり、ベース領域に対向する振動板
本体の遠位端部から振動板本体の関連する主面内に延びる上記の外側応力補強材にほぼ半
円形の空隙又は窪み部を有する。窪み部Ａ１００２は、例えば図Ａ９、Ｇ３、Ｇ４及びＧ
７の外側応力補強材に示されるように、他の形態又は形状をとることができ、長方形又は
三角形であってもよく、及び／又は複数の窪み部があってもよいことが理解されるであろ
う。図Ｇ３、Ｇ４及びＧ７の振動板は、（例えば、Ｇ９のオーディオ・トランスデューサ
に配置される）Ｒ６構成を構成するために、周辺部の少なくとも２０％が物理的に連結し
ない振動板サスペンションを用いて配置される必要があることに留意されたい。図Ａ９の
実例の垂直応力補強材Ａ１００１も、振動板本体の長さのかなりの部分又は全部に沿って
、振動板の２つの主面のいずれかの側から省略されている。しかし、他の実施例では、こ
れらの側部領域で材料ストリップを省略することはできないことが理解されるであろう。
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外側垂直応力補強材は、振動板本体の両方の主面で同一である。
【１０７２】
　この実例では、垂直応力補強材は薄いアルミニウムを含み、コアはポリスチレン発泡体
を含むが、これは例示的なものにすぎず、例えば構成Ｒ１の振動板構造に対して定義され
たように垂直応力補強材及び振動板本体に他の材料を利用することができる。
【１０７３】
　好ましくは、振動板本体は、その長さに関して実質的に厚く、例えば、本体の長さの１
５％を超える最大厚さを有することができる。
【１０７４】
　構成Ｒ６のオーディオ・トランスデューサの振動板構造は、例えば構成Ｒ１の振動板構
造に対して定義されたように内側応力補強部材を組み込んでもよいし、組み込まなくても
よい。
【１０７５】
　この構成のいくつかの実装では、本明細書のセクション５．２．１及び５．２．５の実
施例Ｐ及びＹについてそれぞれ説明したように、強磁性流体を振動板組立体の外周部を支
持するために利用することができる。強磁性流体の変化は、振動板組立体の外周部と周囲
構造の内周部との間に（上記の基準で定義された）物理的な機械的連結が実質的に存在し
ない場合、依然としてこの構成の範囲内にある。
【１０７６】
２．３．４　構成Ｒ７
　図Ａ６ｇ及びＡ１２を参照すると、本発明のオーディオ・トランスデューサのさらに他
の構成が示されている。この構成では、図Ａ１２に示す振動板構造は、実施例Ａのオーデ
ィオ・トランスデューサにおいて、特に図Ａ６ｇに示す組立体内で利用される。振動板構
造は、振動板本体の前方主面及び後方主面の両方の表面又はその近傍に、外部垂直応力補
強材Ａ１２０１／Ａ１２０２によって補強された軽量コア振動板本体を含む。この構成で
は、一連の支柱を利用して外側応力補強材を提供し、表面の他の部分を補強しないように
する。構成Ｒ５について定義したように、構成Ｒ７のオーディオ・トランスデューサは、
振動板組立体を内部に収容するためのエンクロージャ及び／又はバッフルの形態のハウジ
ングをさらに備える。垂直応力補強材の質量の減少に加えて、この振動板構造は、ハウジ
ングの内部と少なくとも部分的に物理的に連結しない外周部を含む。この実施例では、周
辺部はほぼ完全に連結しないが、いくつかの変形形態では、周辺部はハウジングと部分的
に物理的に連結しないだけでもよいが、好ましくは、外周部の長さの少なくとも２０％に
沿って連結しない。構成Ｒ７のオーディオ・トランスデューサの振動板構造は、一連の又
はネットワークの支柱Ａ１２０１／Ａ１２０２の形態である外側垂直応力補強材を含み、
それによって、実質的にほぼ完全に垂直応力補強材がない関連する主面を維持する。
【１０７７】
　好ましくは、支柱は、垂直応力補強材及び接着剤の全体質量を低減するために実質的に
細い。好ましくは、垂直応力補強材の集中は、各支柱がその幅の１／１００より大きい厚
さを有する、又はより好ましくはその幅の１／６０より大きい厚さを有する、又は最も好
ましくはその幅の１／２０より大きい厚さを有するようなものである。これは、補強材が
より小さい領域に集中し、接着剤の質量を減らすのに役立ち、内部せん断の減少を介して
支柱内の繊維間のより効果的な協働を提供し、他の支柱との交差部及び内側補強部材への
接続部などのような他の補強構成要素への接続及び他の補強構成要素との協働を改善する
。
【１０７８】
　接着剤の質量の減少は、特に縁部ゾーン領域付近の発泡体コアのせん断問題を軽減する
のに役立つ。縁部ゾーン領域は、支柱が支持する領域間においてＡ１２０１などの支柱又
はその他によって包括的に支持され、発泡体本体は局部的な「ブローブ」共振モードに対
して自重を支持するだけでよい。
【１０７９】
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　図Ａ１２に示す振動板構造はまた、振動板構造を組み込んだ振動板組立体の質量中心位
置から遠位にある１つ又は複数の周辺領域に向かって質量が減少する外側垂直応力補強材
も含む。支柱Ａ１２０１及びＡ１２０２は、振動板構造のベース領域に近接して（組立体
の質量中心位置に近い回転軸Ａ１１４に近接して）より厚く、振動板本体の関連する主面
の長さの中間から（例えば振動板本体の主面全体のほぼ半分）ベース領域に対向する周辺
縁部に向かって、垂直応力補強支柱の厚さが減少して質量が減少する。図Ａ１２ｃの詳細
図は、振動板本体の各主面の側面に平行に走る２つの支柱Ａ１２０１の階段位置Ａ１２０
３における薄化を示している。図Ａ１２ｂの詳細図は、主面を斜めに走る２つの支柱Ａ１
２０２の、これらの支柱の交点を過ぎたところにおける階段位置Ａ１２０４の薄化を示し
ている。振動板の両主面において構成は同じである。この厚さの変化は、周辺縁部領域（
質量中心位置から遠位）における質量のさらなる減少を達成し、したがって、振動板分割
性能を改善し得る。代替的に又は追加的に、関連する主面に十分に結合するという要求の
対象となる支柱の幅の減少によって質量の減少が達成され得ることが理解されるであろう
。さらに、支柱の厚さ及び／又は幅の減少はいずれも、代替的に階段状に代えてテーパ状
又は緩やかであってもよく、又はそれらの任意の組み合わせであってもよい。
【１０８０】
　実質的に物理的に連結しない周辺部を有する振動板構造設計は、（ここでは接続されて
いる振動板サスペンションがないか又は非常にわずかであるため）振動板構造周辺部の質
量も減少させ、振動板の残りの部分を通して負荷を軽減するカスケードを設け、これによ
り内部のコアせん断問題にさらに対処する。
【１０８１】
　これらの特徴により、動作帯域幅内で最小限の共振を生成するドライバが得られ、内部
せん断応力補強材を必要とせずに、動作帯域幅内で非常に低いエネルギー貯蔵特性を有す
る。しかしながら、代替の実施例では、構成Ｒ７のオーディオ・トランスデューサの振動
板構造は、例えば構成Ｒ１の振動板構造に対して定義された内部せん断応力補強材を含む
ことができることが理解されるであろう。
【１０８２】
　好ましくは、垂直応力補強材は、比弾性率が少なくとも８ＭＰａ／（ｋＧ／ｍ３）であ
り、より好ましくは少なくとも２０ＭＰａ／（ｋＧ／ｍ３）であり、最も好ましくは少な
くとも１００ＭＰａ／（ｋＧ／ｍ３）である。好ましくは、垂直応力補強材は、支柱の方
向に増加した剛性を有する異方性材料を含むべきである。剛性はこの用途では強度よりも
重要であることがあるため、一方向性炭素繊維は、理想的には例えば軸上の（バインダー
マトリックスを除く）ヤング率が４５０Ｇｐａを超えるような高弾性率のものが適してい
る。好ましくは、複合材を構成する繊維のヤング率は１００Ｇｐａより高く、より好まし
くは２００Ｇｐａより高く、最も好ましくは４００Ｇｐａより高い。
【１０８３】
　好ましくは、１つ又は複数の主面の全表面積の少なくとも１０％、又は１つ又は複数の
縁部ゾーン領域において少なくとも２５％、又は少なくとも５０％は、垂直応力補強材が
ない。
【１０８４】
　構成Ｒ７のこの実例では、２つ以上の支柱Ａ１２０１／Ａ１２０２が交差し、上記の交
点で接合されている。好ましくは、支柱間の交差領域は、組み立てられた質量中心位置か
ら振動板の周辺部までの総距離の５０パーセント以上に配置される。しかしながら、交点
の他の領域は、総距離の５０％以内に配置されてもよい。
【１０８５】
　また、１つ又は複数の支柱Ａ１２０１／Ａ１２０２は、関連する主面の少なくとも１つ
の周辺縁部に向かって、振動板本体の関連する主面に沿って長手方向に延び、共通周辺縁
部又はその近くで、対向する主面に又はそれに近接して位置する他の対応する支柱Ａ１２
０１／Ａ１２０２に接続する。好ましくは、上記の接続部は、振動板本体の冠状面に垂直
な方向の変位に対して、関連する共通の周辺縁部を支持する実質的に三角形の補強材を形
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成する。
【１０８６】
　構成Ｒ７のこの実例では、外側垂直応力補強材が振動板ベースから遠位の特定の領域か
ら省かれていることは、補強材が他の領域に集中していることを意味する。これは、交点
での変位の可能性を制限するために、外側垂直補強材を他の外側垂直補強材に接続する場
合により効果的な接続を行うことができるという利点を提供する。したがって、この設計
は、好ましくは、振動板ベースから遠位の周辺部に向けて、特に支柱が交差する戦略的に
選択された位置へ剛性を設ける一方向支柱を含む骨格と考えることができる。このような
交差位置は、比較的に言えば、振動板ベースに対して空間的にしっかりと固定されている
。周辺部の他の位置は軽量に保たれているので、発泡体コアの自重を超えたいかなる質量
も支持する必要がなく交差位置によって支持することができる。
【１０８７】
　振動板本体の冠状面に垂直な方向において、ベースから遠位の振動板構造の周辺領域の
変位を制限することは特に有用である（上記の変位は、基本モードとは対照的に、振動板
の分割に起因する）。おそらく、内部せん断応力補強部材を組み込んだ構造ほど有利では
ないが、振動板構造の周辺領域の戦略的に選択された位置で合致する対向面に支柱を組み
込んだ三角形構造は、コアせん断変形の影響を受けにくい方法で上記の周辺領域を支持す
るのに役立つであろう。
【１０８８】
　特定の領域への補強の集中は、以下のいずれか１つ又は複数を含む他の利点もある。
・異方性繊維のカスタマイズされた設置の他の形態と比較してより製造が容易である。
・高圧縮又は加熱のような制御された条件下で、コア材料に損傷を与えずに補強材を別個
に製造することを可能にする。
・補強材の位置の最適化を可能にする。
・様々な骨格要素間のより制御された相互作用を可能にする。例えば、（例えば実施例Ａ
の場合のように）内側補強部材の縁部に沿って支柱が走り、それにより、（内側補強部材
から離れた領域にわたって広がっている場合とは異なり）全ての引張／圧縮補強がせん断
に対して十分に支持されることを保証する。これは、一方向の繊維補強ポリマー又は同等
の複合異方性補強材料の場合に特に当てはまり、これらは、広範囲にわたって薄く分布し
ている場合には、低いせん断弾性率を表してもよく、又はせん断弾性率がゼロの間隙が存
在してもよく、これは、補強繊維の一部がせん断補強の負荷を上昇させて振動板を補強す
ることを補助するために有効に割り当てられなくてもよいことを意味する。
【１０８９】
　特に異方性複合補強材が使用される場合、複合補強材の十分に薄い層を製造し、これを
簡易的な方法で発泡体（などの）コア振動板の両側の広範囲に取り付けることは困難であ
るため、単位面積当たりの要求される低い質量を達成する３次元で剛性のある非常に小さ
い振動板を製造することは特に困難な場合がある。補強材を集中することはこの問題を解
決する上で大いに役立つので、構成Ｒ７を含む支柱ベースの振動板構成は、個人用オーデ
ィオや高音ドライバなどのように振動板が小型の用途で特に有用である。
【１０９０】
　この構成のいくつかの実装では、本明細書のセクション５．２．１及び５．２．５の実
施例Ｐ及びＹについてそれぞれ説明したように、強磁性流体を振動板組立体の外周部を支
持するために利用することができる。強磁性流体の変化は、振動板組立体の外周部と周囲
構造の内周部との間に（上記の基準で定義された）物理的な機械的連結が実質的に存在し
ない場合、依然としてこの構成の範囲内にある。
【１０９１】
２．４　構成Ｒ８及びＲ９オーディオ・トランスデューサ
　ヒンジ・システムは、特定の点で非常に効果的な振動板サスペンションであり、例えば
、振動板の可動域、振動板の共振周波数、及び望ましくない共振の間の３方向トレードオ
フは、本明細書に記載されるような革新的なヒンジ・システムの使用によって、高周波性
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能が振動板の可動域及び基本振動板共振周波数からより独立しているので、容易に解決す
ることができる場合がある。また、回転動作のオーディオ・トランスデューサは、線形動
作トランスデューサが被るような低周波数の全振動板ロッキング共振モードを被らない。
【１０９２】
　回転動作振動板に基づくトランスデューサは、ヒンジが３方向の並進及び２方向の回転
に関して振動板構造をトランスデューサ・ベース構造に強固に結合するので、線形振動板
動作を有するトランスデューサに比べて振動板共振に対して設計することがより困難にな
る傾向がある。この結合は、振動板のベースがトランスデューサ・ベース構造の高い質量
に固定され、振動板が深刻な影響を受ける周波数、例えば全振動板曲げタイプの分割共振
を低減することを意味する。さらに、回転動作ドライバにおける振動板共振は、減衰が不
十分である傾向があり、強く励起される場合もある。
【１０９３】
　フェニックス・ゴールド（Ｐｈｏｅｎｉｘ　Ｇｏｌｄ）によって製造された「サイクロ
ン」スピーカのような従来の回転動作振動板スピーカは、家庭用又はカーオーディオ・シ
ステムなどの遠距離用途でバスを提供する目的で、ヒンジ動作振動板の能力を利用して、
大容積の可動域及び低い基本振動板共振周波数を提供しようと試みたが、回転動作スピー
カは、特に中音帯域幅及び高音帯域幅での高音質オーディオ再生ではあまり注目されてい
なかった。
【１０９４】
　回転動作トランスデューサの可能性を実現し、その性能を向上させるためには、振動板
分割の弱点を解決しなければならず、これは上述した本発明の振動板構造の構成を用いて
達成することができる。
【１０９５】
　これらの特定された原理を使用して上に述べたいくつかの欠点に対処するように設計さ
れた２つのオーディオ・トランスデューサ構成を、いくつかの例を参照して説明する。以
下のオーディオ・トランスデューサ構成は、ここでは簡潔にするために構成Ｒ８及びＲ９
と称する。構成Ｒ８及びＲ９オーディオ・トランスデューサについては、実例を参照して
さらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定することを意図していないこと
を理解されたい。特に明記しない限り、本明細書の構成Ｒ８及びＲ９のオーディオ・トラ
ンスデューサへの言及は、当業者には明らかであるように、以下の例示的に説明されるオ
ーディオ・トランスデューサのいずれか１つ、又は構成の説明された設計特徴を含む他の
いずれかのオーディオ・トランスデューサを意味するものと解釈される。
【１０９６】
２．４．１　構成Ｒ８
　本明細書では構成Ｒ８と呼ばれる本発明のオーディオ・トランスデューサの構成は、振
動回転動作によって音を生成するトランスデューサ・ベース構造に回転可能に結合された
構成Ｒ１～Ｒ４のいずれか１つにおいて定義される振動板構造を含む。構成Ｒ８の例は、
図Ａ１の実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに示されている。このオーディオ・ト
ランスデューサは、振動板本体の前方主面及び後方主面の外側垂直応力補強材によって補
強され、さらに、振動板本体の内部に、より好ましくは外側垂直応力補強材に結合された
内側せん断応力補強部材Ａ２０９によって補強された軽量発泡体又は等価コアＡ２０８を
含む少なくとも１つの振動板本体を有する回転動作振動板構造を含む。内側せん断応力補
強部材Ａ２０９は、好ましくは、構成Ｒ１で規定されるように振動板本体の矢状面に実質
的に平行に配向される。
【１０９７】
　実施例Ａの場合、垂直応力補強材は支柱Ａ２０６及びＡ２０７からなるが、構成Ｒ１で
述べたように、他の形態の垂直応力補強材があってもよい。
【１０９８】
　構成Ｒ８のオーディオ・トランスデューサ組立体に適した振動板構造の別の実例が図Ａ
８に示されており、これは構成Ｒ１でさらに詳細に説明されている。
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【１０９９】
　構成Ｒ８のこれらの実例では、関連する振動板構造の各内側補強部材は、直接的に又は
少なくとも１つの中間構成要素を介して、ヒンジ組立体に堅固に結合される。振動板組立
体Ａ１０１をトランスデューサ・ベース構造Ａ１１５に回転可能に結合するために使用さ
れる連結ヒンジ組立体は、本明細書のセクション３．２でさらに詳細に説明される。しか
しながら、振動板構造は、本明細書のセクション３．３で詳述されるようなフレキシブル
・ヒンジ機構のような他の適切なヒンジ機構を介してトランスデューサ・ベース構造に回
転可能に結合されてもよいことが理解されるであろう。
【１１００】
　ヒンジ組立体は、振動板の可動域、振動板の共振周波数、及びＦＲＯ外の不要な共振の
シフトの間の３方向振動板サスペンション・トレードオフを解決するのに役立ち、また、
一部の線形動作ドライバに影響する低周波数の全振動板ロッキング共振モードも排除する
。一方、せん断補強材は、振動板のコアせん断変形を減少させることによって帯域幅を増
加させる。
【１１０１】
２．４．２　構成Ｒ９
　本明細書では構成Ｒ９と呼ばれる、構成Ｒ６のオーディオ・トランスデューサのサブ構
造である本発明のオーディオ・トランスデューサ組立体の他の構成について説明する。こ
のオーディオ・トランスデューサの実例は、図Ａ１０の振動板組立体を実施例Ａのオーデ
ィオ・トランスデューサに組み込んでいる。
【１１０２】
　構成Ｒ９は、振動板組立体を組み込んだオーディオ・トランスデューサからなり、振動
板組立体は、近似軸の周りで実質的に回転動作を伴って移動し、軽量発泡体又は同等のコ
アＡ１００４から製造された振動板本体を含み、前方主面及び後方主面の両方の表面に又
はその近傍に外側垂直応力補強材Ａ１００１を含み、関連する主面の周辺縁部領域の前面
及び／又は後面の１つ又は複数の部分から垂直応力補強材Ａ１００１が省略されている。
周辺縁部領域は、好ましくは、（振動板組立体のベース領域及び質量中心に近接して通過
する）回転軸から、振動板構造の軸から最遠位周辺縁部までの距離の半径の８０％を超え
て配置され、半径は回転軸を中心とする。振動板本体は、使用中に実質的に剛性のままで
ある。
【１１０３】
　この特定の実例では、垂直応力補強材Ａ１００１は、補強材が垂直応力補強材の縁部Ａ
１００３まで延びる振動板本体の２つの主面の側部から、また、補強材が垂直応力補強材
の弓状の縁部Ａ１００２まで延びる関連する主面の中央周辺縁部領域から省略される。
【１１０４】
　構成Ｒ２、Ｒ４及びＲ６の場合と同様に、ベース領域から遠位の関連する主面の周辺縁
部領域からの垂直応力補強材の省略は、外側領域の質量の減少を達成する。回転動作ドラ
イバの場合、終端縁部／端部の領域を含む、ベース領域から遠位の領域における質量の減
少は、この領域がより重いトランスデューサ・ベース構造を結合するヒンジから最も遠い
領域であり、主な分割共振モードの励起の結果として比較的大きな距離を移動させる傾向
があり、特に共振する傾向があるため、有益である。
【１１０５】
　ここでも、ヒンジ組立体を使用すると、振動板の可動域、振動板の共振周波数、及び共
振の間の３方向のトレードオフ、及び線形動作ドライバに影響を及ぼす低周波数の全振動
板ロッキング共振モードを解決するのに役立つ。外側張力／圧縮補強材の減少は、ヒンジ
軸又はベース領域から遠位の振動板構造の周辺領域の負荷を軽減することによって振動板
せん断変形に対処する（構成Ｒ６に応じて、構成Ｒ９は、コアせん断に明示的に対処する
ための内部補強部材を必ずしも含まなくてもよいが、いくつかの実装でそうすることがで
きる）。その結果、広い帯域幅にわたってバスの拡張や共振のない性能を得ることができ
る。



(153) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

【１１０６】
３．　ヒンジ・システム及びこれを組み込んだオーディオ・トランスデューサ
３．１　はじめに
　何十年にもわたって、従来のコーン及びドーム振動板スピーカ・ドライバにおける振動
板と振動板サスペンションの分割共振モードの影響を最小限に抑える方法について、膨大
な量の研究が行われてきた。回転動作スピーカ振動板及び振動板サスペンションにおける
分割性能、振動板の可動域、及び基本振動板共振周波数の改善及び最適化については、比
較的僅かな同等の研究が行われているようである。
【１１０７】
　従来の振動板サスペンション・システムは、標準的なフレキシブル・ゴム・タイプ周囲
部及びフレキシブル・スパイダ・サスペンションの両方から構成され、振動板の可動域が
制限され、振動板の基本共振周波数が高くなり、共振が導入される。使用される柔らかい
材料及びそれらが使用される動きの範囲は、典型的には非線形であり、フックの法則に関
して、オーディオ信号を変換する際に不正確さをもたらす。
【１１０８】
　回転動作振動板スピーカは、ウォーターフォール／ＣＳＤプロットで測定されたエネル
ギー蓄積に関してクリーンな性能を提供することについて注目されておらず、また、オー
ディオ愛好家に特に中音帯域及び高音周波数帯域で高音質を提供することも注目されてい
なかった。
【１１０９】
　これらのドライバ及び従来のスピーカ・ドライバのベース構造は、しばしばその動作周
波数範囲内で不利な共振モードになりがちであり、これらのモードは、ドライバ・モータ
によって励起され、特に振動板サスペンション・システムがいくらかの剛性を組み込んで
いる場合には特に、振動板によって増幅され得る。
【１１１０】
３．１．１　概要
　振動板サスペンション・システムは、オーディオ・トランスデューサの振動板構造又は
組立体をトランスデューサ・ベース構造などの比較的固定された構造に移動可能に結合し
て、振動板構造又は組立体を固定構造に対して移動させ、音を発生又は変換させる。以下
の説明は、振動板構造がベース構造に対して回転するように構成されて音を発生及び／又
は変換させる回転動作オーディオ・トランスデューサに関する。そのようなオーディオ・
トランスデューサでは、振動板構造をベース構造に回転可能に結合するためにヒンジ・シ
ステムが必要とされる。望ましくない共振の発生を最小限にするために、ヒンジ・システ
ムは、オーディオ・トランスデューサの動作の周波数範囲の全体にわたって、動きを単一
の運動、すなわち、最小からゼロまでの並進運動又は他の回転運動を伴う単一軸回りの回
転に制約することが好ましい。本発明のヒンジ・システムは、振動板組立体が、オーディ
オ・トランスデューサの振動板ベース構造及び／又は他の固定部分に対して実質的に単一
の自由度で動くことを可能にするように開発されている。これらのヒンジ・システムは、
単一の移動動作を可能にする一方で、振動板組立体の他の全ての動きに関して高い剛性も
提供する。
【１１１１】
　以下に記載される様々な実施例に示されるように、ヒンジ・システムは、２つ以上の相
互運用可能なサブシステムのシステム、２つ以上の相互運用可能な構成要素又は構造の組
立体、２つ以上の相互運用可能な構成要素を有する構造を含むことができ、又は、単一の
構成要素又はデバイスを含むことさえできる。したがって、この文脈で使用されるシステ
ムという用語は、複数の相互運用可能な部品又はシステムに限定されることを意図しない
。
【１１１２】
　２つのカテゴリ／タイプのヒンジ・システムが本明細書で詳述される。これらは、接触
ヒンジ・システムとフレクシャ・ヒンジ・システムである。両方のシステムは共通の目的
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を果たし、（ある程度は）互換性をもって使用することができ、又はいくつかの実装では
一実施例に組み合わせることができる。
【１１１３】
　両方のカテゴリ及びこのセクションに記載されたオーディオ・トランスデューサの各実
施例では、ヒンジ・システムは、オーディオ・トランスデューサのトランスデューサ・ベ
ース構造と振動板組立体との間に結合される。ヒンジ・システムは、トランスデューサ・
ベース構造及びヒンジ・システムの一方又は両方の一部を形成することができる。ヒンジ
・システムは、オーディオ・トランスデューサのこれらの構成要素の一方又は両方とは別
個に形成されてもよく、又は、これらの構成要素の一方又は両方と一体的に形成される１
つ又は複数の部分を含むことができる。したがって、これらの可能な変形例に従って以下
に記載されるオーディオ・トランスデューサの実施例に対する変更が想定されており、本
発明の範囲から除外されることは意図されていない。
【１１１４】
　例えば、実施例Ａ、Ｂ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔのオーディオ・トランスデューサのようないく
つかの実施例では、振動板組立体は、電気又は運動を変換し、振動板構造に対して堅固に
結合される変換機構の力発生構成要素を組み込む。力発生構成要素の質量は、振動板構造
に対して一般的に高く、多くの場合、振動板組立体の他の部分の質量と同じオーダーの大
きさであるので、振動板構造と力発生構成要素との間の堅固な結合は、他方の質量に対抗
して移動する一方の質量からなる共振モードを防止するために好ましい。
【１１１５】
　トランスデューサ・ベース構造は、ヒンジ・システムの一部と一体的に形成されてもよ
く、又はエポキシ樹脂などの接着剤を使用するなどの適切な機構によって、又は溶接によ
って、締結具を用いたクランプによって、又は２つの構成要素／組立体の間の実質的に堅
固な連結を達成するための当技術分野で知られている任意の数の他の方法によって、ヒン
ジ・システムに堅固に連結されてもよい。
【１１１６】
　ヒンジ・システムの好ましい構成では、組立体は、振動板本体の幅に対して振動板組立
体の少なくとも２つのかなり広く離れた位置で連結される。同様に、ヒンジ・システムは
、好ましくは、振動板本体の幅に対してトランスデューサ・ベース構造の少なくとも２つ
のかなり広く離れた位置で連結される。これらの位置での連結は、別々であっても同じ結
合の一部であってもよい。
【１１１７】
　トランスデューサ・ベース構造から振動板組立体への連結部の間の適切な広い間隔は、
ヒンジ・システム又はヒンジ・システムの組み合わせが、望ましくない振動板／トランス
デューサ・ベース構造の共振モードの範囲を効果的に抑制できることを意味する。
【１１１８】
　トランスデューサ・ベース構造からヒンジ・システムへの連結、及びヒンジ・システム
から振動板組立体への連結は、並進の追従性に関して剛性を提供することも好ましい。こ
のようなヒンジ継手連結が適切に広い間隔で使用される場合、得られるヒンジ機構は、分
割モードが場合によっては高周波数にされ、場合によってはＦＲＯを超えることを促され
得るように、振動板組立体に適切な剛性を提供することができる。
【１１１９】
３．１．２　利点
　本明細書で十分に説明される本発明の好ましいヒンジ・システム構成は、従来の振動板
サスペンション・システムを超える潜在的な利点を有する。例えば、図Ｊ１（ｄ～ｅ）に
示す周囲部Ｊ１０５及びスパイダＪ１１９のように、従来の振動板サスペンション・シス
テムで使用されている柔らかいフレキシブルなサスペンション部品は、動作中に機械的共
振に影響されやすい場合がある。さらに、このようなサスペンションは、主軸以外の軸に
沿った振動板Ｊ１０１の移動に十分耐えられず、したがって、望ましくない共振をさらに
促進する可能性がある。
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【１１２０】
　本発明のヒンジ・システムは、実質的に適合した基本回転運動を容易にする一方、他の
回転方向及び並進方向にも実質的な剛性を提供する。このように、それらは、ＦＲＯの広
い帯域幅にわたって実質的に単一自由度の動作モードで振動板を動作可能に支持するよう
に構成することができる。基本的な回転モードが非常に適合しているため、トランスデュ
ーサの低い基本周波数（Ｗｎ）が容易になり、バス周波数の高忠実再現を助け、高周波性
能に最小限の悪影響しか及ぼさない。
【１１２１】
　さらに他の潜在的な利点は、オーディオ・トランスデューサのＦＲＯ内に自身の内部の
不利な共振を持たないように、ヒンジ構成要素自体を（この明細書で詳述するように）設
計できることである。
【１１２２】
３．１．３　好ましい簡単な回転機構の概念
　以下の説明は、本発明の接触ヒンジ・システム及びフレキシブル・ヒンジ・システムの
両方に適用される。
【１１２３】
　回転動作オーディオ・トランスデューサのためのオーディオ・トランスデューサ振動板
サスペンション・システムの簡単な形態は、実質的にトランスデューサ・ベース構造の周
りの回転運動に振動板組立体の動きを制限する機構である。図Ｈ８ａは、ヒンジ・システ
ムＨ８０１によってトランスデューサ・ベース構造Ｈ８０３の一部に連結された振動板組
立体Ｈ８０２を象徴する概略図である。この概略図では、振動板組立体Ｈ８０２がくさび
の形状で示されているが、代替の形状及びヒンジ位置の範囲を実装することができ、示さ
れた構成は説明を助けるためのものであり、特に断らない限り限定することを意図しない
ことを理解されたい。トランスデューサ・ベース構造Ｈ８０３に対する振動板組立体Ｈ８
０２の近似回転軸すなわちヒンジ軸がある。この構成は、図８ｂ～図８ｃを参照して本明
細書で後述する４バー・リンク構成よりも好ましい。本発明の好ましい形態のヒンジ・シ
ステムでは、ヒンジ・システムは、エネルギーを蓄積して放出する他の動作モードを可能
にすると、変換されるオーディオに歪みが加わる可能性があるので、関連する振動板組立
体の動きを、所望のＦＲＯ内の単一の運動の程度（好ましくは単一の回転軸の周りのピボ
ット運動）に制限するように構成される。
【１１２４】
３．１．４　４バー・リンクの概念
　以下の説明は、本発明の接触ヒンジ・システム及びフレキシブル・ヒンジ・システムの
両方に適用される。
【１１２５】
　単一自由度タイプのオーディオ・トランスデューサ振動板サスペンションの実例は、４
バー・リンク機構を含み、４バー・リンクの各コーナーにヒンジ・システムが配置される
。そのような概念の実例が図Ｈ８ｂの概略図に示されており、これにより、振動板組立体
Ｈ８０２は、ヒンジ・システムＨ８０１によって（図Ｈ８ａに図示された概念に従って）
トランスデューサ・ベース構造Ｈ８０３の一部に連結される。さらに、ヒンジ・システム
Ｈ８０６、Ｈ８０７及びＨ８０８は、バーＨ８０４及びＨ８０５によって連結されている
。ヒンジ・システムＨ８０６は、振動板組立体Ｈ８０２にリンクされ、バーＨ８０５は、
ヒンジ・システムＨ８０８を介して、先行するヒンジ・システムＨ８０７及びＨ８０６を
トランスデューサ・ベース構造にリンクする。バーは、リンク部材を表すために図中の細
長い梁状に形成されているが、これらの部材は任意の形状又は大きさであってもよく、本
発明は、他に明記しない限り、特定の形状又は大きさに限定されることを意図しない。こ
の概念では、変換機構の部品をバーＨ８０４又はＨ８０５に（又は振動板Ｈ８０２にさえ
）取り付けることができる。
【１１２６】
　図Ｈ８ｃは、複数のヒンジ・システムを含む４バー・リンク機構を利用する振動板サス
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ペンション・システムの他の例を示す。この概念は、図Ｈ８ｂに示されるバージョンと同
様であるが、振動板は、（バーＨ８０４の代わりに）ヒンジ機構Ｈ８０６とＨ８０７との
間に連結され、バーＨ８０９は、（振動板の代わりに）ヒンジ・システムＨ８０６及びＨ
８０１をリンクする。バーＨ８０５及びＨ８０９が（この実例では）等しい長さであるの
で、この機構は、（振動板ベース構造に対する）運動の回転成分と比較して振動板を実質
的に平行移動させる。この機構は、振動板を常に同じ方向に向けるように振動板の動きを
制限するが、振動板の先端は依然として（ベース構造に対して）重要な円弧を描く。
【１１２７】
　この動作の多くの変形例は、バーの長さとヒンジ・システム間の距離を変えることによ
って行うことができる。
【１１２８】
　４バー・リンクの目的は、振動板の動きを単一自由度に制限する機構を提供することで
ある。設計された回転方向を除く全ての方向において高い適合を提供する本明細書に記載
のヒンジ接続部を使用することにより、全体的な４バー・リンク機構は、振動板を単一の
動作モードに制限し、振動板が生成する音を歪ませ得る望ましくない動きを制限する。
【１１２９】
　図Ｈ８ａ、Ｈ８ｂ、及びＨ８ｃに示すような機構を使用する利点は、力発生構成要素が
移動する距離が必ずしも振動板と同じではない位置に力発生構成要素を配置することがで
きることである。例えば、（一般的に遠距離移動なしでの最大の動作効率のために最適化
されている）ピエゾ・トランスデューサは、振動板の回転軸に近接して配置することがで
き、又は、変換機構に必要な最適な移動量に応じて一方のバーを他方のバーなどへ連結す
るように配置することができる。
【１１３０】
　複数のヒンジ・システムの他の構成は、使用中の振動板を動作可能に支持するように構
成することができる。
【１１３１】
３．２　接触ヒンジ・システム
　フェニックス・ゴールド・サイクロン・スピーカのような軸受レース・ベースのヒンジ
・システムによって示される剛性の負荷軸受要素及び回転対称性は、ある場合には、他の
従来の振動板サスペンション設計の大部分と異なり、直交する３つの並進軸全てに沿った
追従性が低い可能性があることを意味する。直交する３つの並進軸全てに沿った追従性が
ほぼゼロであるこのタイプの全体的に剛性のヒンジの問題は、例えば製造ばらつき（例え
ば、軸受ボール上のバンプ）又は例えばヒンジに埃又は他の異物が導入された場合などに
、ヒンジが誤動作を起こしやすくなることである。
【１１３２】
　上述のいくつかの欠点に対処するように設計されたオーディオ・トランスデューサのヒ
ンジ・システム構成を、いくつかの実例を参照して詳細に説明する。以下の構成は、関連
する接触部材に対して堅固に転動するか又は枢動する少なくとも１つのヒンジ要素を組み
込んだ振動板組立体サスペンション・ヒンジ・システムを含み、これは、付勢機構が適度
に一定の力を接触接合部に加えることができるように付勢機構によって適所にしっかりと
保持される。付勢機構は、好ましくは、少なくとも並進軸又は少なくとも一方向に沿って
実質的に適合する。付勢機構の適合は、好ましくは、実質的に一貫しており、繰り返し製
造することができ、及び／又は環境的又は運用上のばらつきの影響を受けない。以下、こ
のようなヒンジ・システムを接触ヒンジ・システムと称する。
【１１３３】
　以下に記載される様々な実施例に示されるように、付勢機構は、２つ以上の相互運用可
能なシステム、２つ以上の相互運用可能な構成要素又は構造の組立体、２つ以上の相互運
用可能な構成要素を有する構造を含むことができ、又は、単一の構成要素又はデバイスを
含むことさえできる。したがって、この文脈で使用される機構という用語は、複数の相互
運用可能な部品又はシステムに限定されることを意図しない。
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【１１３４】
３．２．１　接触ヒンジ・システム－設計の考慮事項と原理
　図Ｈ７ａ～図７ｃを参照して、本発明による（ヒンジ・システムを介してトランスデュ
ーサ・ベース構造に回転可能に結合された振動板組立体を有する）回転動作オーディオ・
トランスデューサのための接触ヒンジ・システムを設計するための概念及び原理を説明す
る。その後、これらの概念／原理に従って設計された例示的なヒンジ・システムの実施例
の説明が続く。
【１１３５】
　本発明の接触ヒンジ・システムの基本ヒンジ接続部Ｈ７０１の実例が図Ｈ７ａ～Ｈ７ｄ
に概略的に示されている。
【１１３６】
　接触ヒンジ接続部は、一方が他方に対して回転することを可能にするように、例えば揺
動、転がり、及びねじれなどの動作を可能にするように互いに接触するように構成された
２つの構成要素を含む。好ましくは、ヒンジ・システムのヒンジ接続部は、トランスデュ
ーサ・ベース構造に対する振動板組立体の回転軸を実質的に規定する。
【１１３７】
　図Ｈ７ａはヒンジ接続部Ｈ７０１を示し、ここではヒンジ要素Ｈ７０２と呼ばれる第１
の構成要素は、ここでは接触部材Ｈ７０３と呼ばれる第２の構成要素と接触点／領域Ｈ７
０４で接触する。接触点／領域Ｈ７０４において、ヒンジ要素Ｈ７０２は、実質的に突状
の曲面を有し、接触部材Ｈ７０３は、実質的に平坦な表面を有する。本明細書では、突状
に湾曲した又は窪み状に湾曲した表面又は部材は、回転軸に実質的に垂直な断面平面に少
なくともまたがる突状又は窪み状の曲線を意味することを意図していることが理解される
であろう。
【１１３８】
　図Ｈ７ａ～ｄは、ヒンジ要素及び接触部材が適合する方法で一緒に保持されるように、
位置Ｈ７０６においてヒンジ要素Ｈ７０２に力を加え、位置Ｈ６０３において接触部材Ｈ
７０３に反対の力を加える張力のコイルばねとして表された付勢機構Ｈ７０５を示す。ば
ねシンボルが使用されるが、付勢機構はばね以外の構造又はシステムの形態を取ることが
でき、その実例は本明細書に記載されている。ばねシンボルは、ヒンジ要素及び接触部材
に対する別の構造を示すが、付勢機構は、ヒンジ要素及び接触部材のいずれか又は両方を
含むか、又は組み込むことができ、実際には全く分離していなくてもよい。そのような付
勢機構の構成の実例も本明細書に記載されている。
【１１３９】
　図Ｈ７ｂは、ヒンジ要素Ｈ７０２が接触点／領域Ｈ７０４において接触部材Ｈ７０３と
接触するヒンジ接続部Ｈ７０１を示す。接触点／領域Ｈ７０４において、ヒンジ要素Ｈ７
０２は、実質的に平坦な表面を有し、接触部材Ｈ７０２は、突状曲面を有する。
【１１４０】
　図Ｈ７ｃは、ヒンジ要素Ｈ７０２が接触点／領域Ｈ７０４において接触部材Ｈ７０３と
接触するヒンジ接続部Ｈ７０１を示す。接触点／領域Ｈ７０４において、ヒンジ要素Ｈ７
０２は突状曲面を有し、接触部材Ｈ７０３も突状曲面を有する。ヒンジ要素Ｈ７０２は、
接触部材Ｈ７０３の表面よりも比較的大きな半径の（又は比較的平坦な）表面を含む。
【１１４１】
　図Ｈ７ｄは、ヒンジ要素Ｈ７０２が接触点／領域Ｈ７０４において接触部材Ｈ７０３と
接触するヒンジ接続部Ｈ７０１を示す。接触点／領域Ｈ７０４において、ヒンジ要素Ｈ７
０２は突状曲面を有し、接触部材は窪み曲面Ｈ７０３を有する。
【１１４２】
　これらは接触ヒンジ接続部の４つの実例である。他の構成も可能であり、例えば、ヒン
ジ要素が接触点／領域において窪み状に湾曲し、接触部材がこの同じ点／領域において突
状に湾曲していてもよいことが理解されるであろう。２つの表面が突状に湾曲している場
合、一方の表面は、図Ｈ７ｃのように他方よりも比較的大きな半径を有してもよく、これ
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はヒンジ要素の表面又は接触部材の表面のいずれかであってもよく、又は、他の場合には
、２つの表面は実質的に同じ半径を有していてもよい。いずれかの構成要素の回転軸に垂
直な平面で見た断面プロファイルは、必ずしも一定の半径を有する必要はない。放物線な
どの他のプロファイル形状を使用することができる。
【１１４３】
３．２．１ａ　接触点／領域における曲率半径
　上記の実例によれば、ヒンジ要素Ｈ７０２又は接触部材Ｈ７０３のうちの一方は、回転
軸に垂直な平面における断面プロファイルで見た場合に、他の面よりも比較的小さな半径
／鋭い湾曲の突状曲面を有するか、又は少なくとも同じ半径を有する比較的小さい又は少
なくとも等しい半径のこの曲面は、好ましくは、動作中に対向面で転動するのに十分な低
い抵抗となるように十分に小さい半径を含む。
【１１４４】
　これによりヒンジ接続部は以下のことが可能となる。
・比較的低いオーディオ・トランスデューサの動作の基本周波数（Ｗｎ）
・比較的低いノイズ生成レベル、及び／又は
・製造ばらつき及び／又は表面間の塵などの異物の導入によって接触面が不連続である場
合の十分に一貫したヒンジ性能
【１１４５】
　接触点／接触における転動面積が著しく減少すると、接触は局部的な変形及び不適当な
追従性が生じやすいので、この半径は小さすぎず過度に鋭くないことが好ましい。したが
って、突状接触面のために必要な／所望の曲率半径を確立する際に考慮する必要がある妥
協点が存在する。
【１１４６】
　さらに、より突状の曲面のために必要な曲率半径を設計する場合、以下の要素を考慮に
入れることができる。
・比較的長い又は大きい振動板組立体／構造の場合、突状曲面の曲率半径は一般に比較的
大きくすることができ、比較的短い又は小さい振動板組立体／構造の場合、曲率半径は比
較的小さくすることができ、及び／又は
・（例えば、専用の高音ドライバなどの）比較的低い基本周波数の動作を必要としないオ
ーディオ・トランスデューサの場合、接触面において比較的大きな曲率半径（より大きい
転がり領域）を使用することができ、比較的低い基本周波数を必要とするオーディオ・ト
ランスデューサの場合、比較的小さな曲率半径（より小さい転がり領域）を使用すること
ができる。
【１１４７】
　例えば、曲率半径を決める場合、好ましくは、（回転軸に垂直な平面における断面プロ
ファイルで見た場合に、）比較的平坦ではない／比較的小さい曲率半径の突状曲面を有す
るいずれかのヒンジ要素又は接触部材の接触面は、
【数８】

の関係を満たすメートルの曲率半径ｒを有する。
【１１４８】
　ここで、ｌはヒンジ要素の回転軸から（接触部材に対する）振動板構造の最も遠位の縁
部までのメートルの距離であり、ｆは振動板のＨｚの基本共振周波数であり、Ｅは例えば
３、より好ましくは６、より好ましくは１２、さらにより好ましくは２０、最も好ましく
は３０である好ましくは約３～３０の定数である。
【１１４９】
　代替的又は付加的に、曲率半径を決める場合、好ましくは、回転軸に垂直な平面におけ
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る断面プロファイルで見た場合に、比較的平坦ではない／比較的小さい曲率半径の突状曲
面を有するいずれかのヒンジ要素又は接触部材の接触面は、
【数９】

の関係を満たすメートルの曲率半径ｒを有する。
【１１５０】
　ここで、ｌはヒンジ要素の回転軸から接触部材に対する振動板構造の最も遠位の縁部ま
でのメートルの距離であり、ｆは振動板のＨｚの基本共振周波数であり、Ｅは例えば１４
０、より好ましくは１００、より好ましくは７０、さらにより好ましくは５０、最も好ま
しくは４０である好ましくは約１４０～５０の定数である。
【１１５１】
３．２．１ｂ　転がり抵抗
　振動板の基本共振周波数を低下させるためには、ヒンジ要素及び接触部材の転がり抵抗
は、振動板組立体の慣性に比べて低いことが好ましい。通常動作中に互いに転動するヒン
ジ要素及び接触部材の表面は、実質的に滑らかであり、自由で滑らかな動作を可能にする
ことが好ましい。
【１１５２】
　転がり接触面の曲率半径を小さくすることにより、転がり抵抗を低減することができる
。好ましくは、回転軸に垂直な平面における断面プロファイルで見た場合に、ヒンジ要素
及び接触部材の接触面の小さい方の曲率半径は、回転軸線に垂直な方向に、接触位置のす
ぐ近くにある同じ構成要素の局部的な部分に効果的に堅固に連結されているすべての構成
要素にわたる最大距離の約３０％未満、より好ましくは約２０％未満、最も好ましくは約
１０％未満の曲率半径を有する。例えば、図Ａ１～Ａ７に示される実施例Ａのオーディオ
・トランスデューサの場合、剛性振動板組立体Ａ１０１は、回転軸Ａ１１４に垂直な方向
に振動板本体長さＡ２１１と等しい最大長さを有する。トランスデューサ・ベース構造Ａ
１１４の接触バーＡ１０５の平面に対する接触位置Ａ１１２におけるシャフトＡ１１１の
曲率半径は、振動板本体長Ａ２１１の約１０％未満である。
【１１５３】
　代替的又は付加的に、回転軸に垂直な平面における断面プロファイルで見た場合に、小
さい方の曲率半径を有するヒンジ要素及び接触部材の接触面も、回転軸線に垂直な方向に
、以下の小さい方にわたる距離の３０％未満、より好ましくは２０％未満、最も好ましく
は１０％未満の曲率半径を有する。
１）ヒンジ要素との接触位置のすぐ近くの接触面の部分に効果的に堅固に連結された全て
の構成要素にわたる最大寸法、又は
２）接触面との接触位置のすぐ近くのヒンジ要素の部分に効果的に堅固に連結された全て
の構成要素にわたる最大寸法
【１１５４】
　振動板の慣性は一般に振動板の長さが増大するにつれて増大するので、回転軸に垂直な
平面における断面プロファイルで見た場合に、ヒンジ要素の接触面と接触部材の接触面の
どちらか小さい曲率半径を有する方は、２つの部分の回転軸から振動板の最も遠い周辺部
まで測定される振動板の長さに比べて比較的小さい半径を有する。好ましくは、この半径
は、振動板の長さの５％未満であるべきである。
【１１５５】
３．２．１ｃ　接触点と接触線
　図Ｈ７ａ～Ｈ７ｄは全て、接触ヒンジ・システムのヒンジ接続部の側面図を示す。いく
つかの形態では、接触部材及びヒンジ要素は実質的に長手材であり、回転軸の方向に長手
方向のプロファイルを有することができ、これらの部品の接触面は部品の長さに沿って同
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じ断面を有する。この形態では、ヒンジ要素Ｈ７０２と接触部材Ｈ７０３との間に接触線
が存在する。接触線は一連の接触点であると考えることができるので、この場合、図Ｈ７
ａに示す接触点Ｈ７０４はこの接触線の一部となる。この構成は、ヒンジ要素Ｈ７０２が
、接触部材Ｈ７０３に対して近似的な回転軸に制限されることを意味する。ヒンジ・シス
テムが、上述した接触線を有するヒンジ接続部を使用する場合、同じヒンジ機構／組立体
の一部として使用される任意の追加のヒンジ接続部は、機構が自由に及び制約なしに動作
することを確実にするのを助けるために、第１のヒンジ接続部の接触線と実質的に同一線
上のままである接触点又は接触線を有することが好ましい。
【１１５６】
　別の形態では、ヒンジ接続部Ｈ７０１は、単一点でのみ接触してもよい。例えば、図Ｈ
７ａに示すヒンジ接続部の場合には、ヒンジ要素Ｈ７０２が接触点Ｈ７０４に球面を有す
るとしたら、接点線は存在せず、接触点のみが存在する。
【１１５７】
３．２．１ｄ　付勢機構
　基本的なヒンジ接続部Ｈ７０１を所望通りに動作させるために、ヒンジ要素は、好まし
くは、接触部材と直接的及び実質的に一貫して接触したままである。これを達成するため
に、ヒンジ接続部Ｈ７０１は、通常運転の過程でヒンジ要素Ｈ７０２を接触部材Ｈ７０３
に対して直接的又は間接的に保持する、又は言い換えれば、接触面間の摩擦係合を維持す
る、十分に大きく一貫した力を加える付勢機構Ｈ７０５によって支持されてもよい。加え
て、付勢機構Ｈ７０５は、後述するように、ヒンジの効率的な枢動を可能にするために、
より小さい半径の突状曲面の接触面の接線面に対して実質的に垂直な方向に適合すること
が好ましい。この構成要素の実例は、本明細書において実施例を参照して後述する。
【１１５８】
　付勢力
　付勢機構Ｈ７０５は、正常動作の過程でヒンジ要素Ｈ７０２を接触部材Ｈ７０３に対し
て直接的又は間接的に保持する有意で一貫した力を加える。
【１１５９】
　好ましくは、付勢機構は、ヒンジ要素に追加の力が加えられ、正味の力を表すベクトル
が接触面を有するヒンジ要素の接触の領域を通過し、付勢力に比べて相対的に小さい場合
に、ヒンジ要素と関連する接触部材との間の実質的に一貫した物理的接触が、接触領域に
おける接触面に垂直な方向の接触面に対する並進運動に対して、接触領域におけるヒンジ
要素を堅固に拘束するように、各ヒンジ要素に十分な付勢力を加えるように構成される。
【１１６０】
　付勢機構Ｈ７０５によって促進されるヒンジ要素Ｈ７０２と接触部材Ｈ７０３との間の
接触は、摩擦、好ましくは滑り止め静止摩擦をもたらし、これにより、ヒンジ要素は接触
点において接触部材に対する並進変位に対して堅く拘束される。
【１１６１】
　いくつかのヒンジ接続部を含むヒンジ・システムの場合、単一の付勢機構を使用して、
複数のヒンジ接続部内のそれぞれの接触部材に対してヒンジ要素を保持するのに必要な力
を加えることが可能である。例えば、振動板組立体とトランスデューサ・ベース構造との
間に連結された単一のばねは、振動板組立体のベースの中央に力を加え、それをトランス
デューサ・ベース構造に向けて保持し、振動板の各側に向けて配置されたヒンジ接続部内
に反作用力を生成する。
【１１６２】
　好ましくは、ヒンジ要素と接触部材との間の実質的な接触力の大きさは、付勢機構によ
って提供される。したがって、付勢機構は、重力などの外部の付勢手段、又は例えば動作
中に力発生構成要素によって加えられる負荷ではなく、物理的構成要素、構造、システム
又は組立体である。重力は一般に、例えば接触ヒンジ接続部の構成要素を一緒に効果的に
付勢するには弱すぎる。使用される力が弱すぎると、構成要素が予測不能に滑る又はがた
つきが生じる危険性がある。
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【１１６３】
　このような動きは軽い振動板を介して機械的に増幅されるので、滑りは不均衡に大きな
歪みを生じさせる可能性があり、したがって、滑り事象が通常の動作中に発生しない、又
は滑り事象が発生しても稀であることが非常に望ましい。
【１１６４】
　さらに、上述したように、ピボット又は転がり接続部の結合部での並進適合は、接触力
が増加するにつれて減少することがあり、接触力が増加すると振動板共振が減少する可能
性があることを意味している。
【１１６５】
　好ましくは、全ての付勢機構によって加えられる正味の力は、振動板組立体に作用する
重力よりも大きく、及び／又は振動板組立体の重量よりも大きい。
【１１６６】
　したがって、全ての付勢機構によって加えられる正味の力は、好ましくは、振動板組立
体に作用する重力よりも大きく、及び／又は振動板組立体の重量よりも大きく、より好ま
しくは、重力の約１．５倍より大きく、及び／又はより好ましくは振動板組立体の重量の
約１５倍より大きい。重力が付勢機構によって加えられる力の方向と逆方向に作用する場
合、変換器が適切に機能し続けることが重要であるから、これはヘッドホン及びイヤホン
でのような異なる角度の向きでトランスデューサを動作させ得る用途において特に好まし
い。好ましくは、付勢力は、振動板組立体の最大励起力に対して実質的に大きい。好まし
くは、付勢力は、トランスデューサの通常の動作中に受ける最大励起力の１．５倍より大
きく、より好ましくは２．５倍より大きく、さらに好ましくは４倍より大きい。
【１１６７】
　付勢力は、より大きな慣性を有する振動板組立体に対してより大きく、より高い周波数
で動作する振動板組立体に対してより大きいことも好ましい。
【１１６８】
　付勢力が振動板の共振を最小限にするのに十分であるように、振動板を通常の移動範囲
内の任意の位置に変位させるように一定の励起力が加えられた場合、好ましくは、各ヒン
ジ要素をヒンジ・システム内のこのタイプのｎ個のヒンジ接続部内の関連する接触面に向
けて付勢するニュートン（Ｆｎ）の全ての力の平均（ΣＦｎ／ｎ）、接触面に対する振動
板組立体の回転軸周りの振動板組立体のＫｇ．ｍ２（Ｉ）の回転慣性、及び、振動板のＨ
ｚ（ｆ）の基本共振周波数は、一貫して
【数１０】

の関係を満たす。
【１１６９】
　ここで、Ｄは好ましくは５と等しく、又はより好ましくは１５と等しく、又はさらによ
り好ましくは３０と等しく、又はより好ましくは４０と等しい定数である。
【１１７０】
　付勢力が大きすぎると、基本振動板共振周波数を過度に制限する可能性があり、また、
例えば塵埃が接触領域に入った場合にトランスデューサは低周波数においてノイズを発生
させやすくなる可能性がある。
【１１７１】
　したがって、振動板を通常の移動範囲内の任意の位置に変位させるように一定の励起力
が加えられた場合、好ましくは、各ヒンジ要素をヒンジ・システム内のこのタイプのｎ個
のヒンジ接続部内の関連する接触面に向けて付勢するニュートン（Ｆｎ）の全ての力の平
均（ΣＦｎ／ｎ）は、一貫して
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【数１１】

の関係を満たす。
【１１７２】
　ここで、Ｄは、好ましくは２００と等しいか、又はより好ましくは１５０と等しいか、
又はより好ましくは１００と等しいか、又は最も好ましくは８０と等しい定数である。
【１１７３】
　上述したように、各付勢機構は、一定の程度の接触力を提供するために、付勢力を適合
的に加える。
【１１７４】
　上述したように、付勢機構Ｈ７０５は、好ましくは、ヒンジ要素Ｈ７０２を接触部材Ｈ
７０３に対してしっかりと保持するのに十分な力を加えるように設計又は構成されている
。付勢機構によって加えられる力の大きさは、（下記に限定されないが）下記を含むいく
つかの要因に依存する。
・オーディオ・トランスデューサの意図されたＦＲＯ
・振動板構造又は組立体の回転慣性及び／又は振動板構造又は組立体の長さ、幅、深さ形
状又はサイズ、及び／又は
・振動板構造又は組立体の質量
【１１７５】
　好ましくは、ヒンジ要素を接触部材に付勢する正味の力Ｆは、Ｆ＞Ｄ×（２πｆｌ）２

×Ｉｓの関係を満たす。
ここで、Ｉｓ（ｋＧ．ｍ２）は、ヒンジ要素によって支持された振動板組立体の部分の回
転軸周りの回転慣性、ｆｌ（Ｈｚ）はＦＲＯの下限であり、Ｄは好ましくは５と等しく、
又はより好ましくは１５と等しく、又はより好ましくは３０と等しく、又はより好ましく
は４０と等しく、又はより好ましくは５０と等しく、又はより好ましくは６０と等しく、
又は最も好ましくは７０と等しい定数である。
【１１７６】
　好ましくは、上記の関係は、正常動作の経過中に接触部材に対するヒンジ要素の全ての
回転角度において一貫して満足される。
【１１７７】
　一般に、付勢力を増加させることにより、より強固でより剛性の高い連結が形成され、
これにより接触部材Ｈ７０３に対するヒンジ要素Ｈ７０２の起こり得る望ましくない並進
運動を軽減又は部分的に緩和する。これは、より高い力が望ましい場合があることを意味
し、特に高音ドライバのような、比較的高い周波数で動作するように意図されたオーディ
オ・トランスデューサの場合にはそうである。また、振動板構造の質量が大きいことは、
高い周波数での動作中に十分な接触を維持するためにより大きな力が必要となることを意
味する。バス・ドライバのような低い動作周波数では、比較的高い付勢力は、接触面の転
動中のより高い摩擦／接触力によるノイズ発生及び／又は運動に対する抵抗を引き起こす
可能性があるという点で悪影響を及ぼし得る。また、振動板構造の回転慣性が大きいとい
うことは、低い周波数での動作を過度に損なうことなく、より高い接触力を使用すること
ができるということを意味し、その他の全ては等しい。
【１１７８】
　付勢の適合
　付勢機構は、好ましくは、動作中にヒンジ・システムに起因する転がり抵抗が特定の状
況下で低減されるように、接触面に対して横方向に適合する力を加える。言い換えれば、
付勢機構は、ヒンジ要素と接触部材との間のあるレベル又はある程度の追従性を導入して
、ヒンジ要素が所望の回転軸の周りで接触部材に対して回転又は転動することを可能にし
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、状況によっては相対的な横方向運動を可能にする。
【１１７９】
　付勢機構の追従性の程度又はレベルは、ばねに取り付けられた物体がばねの剛性の影響
を受けるのと同様に、動作中の振動板の振動周波数に影響を及ぼし得る。したがって、付
勢機構の追従性は、オーディオ・トランスデューサの意図するＦＲＯを含む（しかし、こ
れに限定されない）１つ又は複数の要因を考慮して設計することもできる。例えばバス・
ドライバのような比較的低い周波数で動作するように構成されたオーディオ・トランスデ
ューサの場合、付勢機構の追従性は比較的高くてもよいが、高音ドライバのような比較的
高い周波数で動作するように構成されたトランスデューサの場合、付勢機構の追従性は、
ＦＲＯの下端の性能に過度の影響を与えることなく、比較的低く（すなわち剛性に）する
ことができる。
【１１８０】
　ヒンジ・システムを設計するときには、他のヒンジ・システムの追従性も考慮に入れる
ことができ、これらについては、以下でさらに詳細に説明する。
好ましくは、付勢機構は、
振動板組立体が作動中に中立位置にあるとき、及び
ヒンジ要素が接触面に垂直な接触面と接触する領域を通る方向に、接触部材からヒンジ要
素に付加的な力が加えられたときに、
付加的な力は付勢力に比べて相対的に小さいので、ヒンジ要素と接触部材との間の分離は
生じず、
接触部材によってヒンジ要素に加えられる反作用力の結果的な変化は、付勢機構によって
加えられる力の結果としての変化よりも大きくなるように十分な追従性を有する。
【１１８１】
　好ましくは、付勢構造の追従性は、接触部材と比較して、付勢機構内の非接続構成要素
の接触領域に関連する、接触領域における追従性を含まない。
【１１８２】
　好ましくは、付勢機構Ｈ７０５は、加える付勢力が、トランスデューサが静止している
とき、振動板がその可動域の全範囲を横断するときの平均の力の２００％を超えて、より
好ましくは１５０％又は最も好ましくは１００％を超えて変化しないように十分な追従性
を有する。
【１１８３】
　構造の有限要素解析（ＦＥＡ）などのコンピュータモデルシミュレーション方法を使用
して、付勢機構に固有の追従性を分析することができる。例えば、ヒンジ要素に接触面か
ら力を加えることができ、付勢機構における追従性による変位を観察することができる。
好ましくは、ヒンジ要素に作用する付勢機構の剛性ｋ（「ｋ」はフックの法則で定義され
ている）は、５，０００，０００未満、より好ましくは１，０００，０００未満、より好
ましくは５００，０００未満、より好ましくは２００，０００未満、より好ましくは１０
０，０００未満、より好ましくは５０，０００未満、より好ましくは２０，０００未満、
より好ましくは５，０００未満、最も好ましくは５００未満である。
【１１８４】
　好ましくは、振動板が通常動作中に平衡変位しているときに、２つの等しく反対方向の
力がそれらを分離するような方向に接触面に対して各表面に同じ力で垂直に印加されると
、最初の分離を達成するのに必要な力を上回るニュートンの小さな力の増加（ｄＦ）と、
ドライバの残りの部分の変形に起因する表面での分離の結果として生じるメートルの変化
（ｄｘ）との比ｄＦ／ｄｘは、付勢機構内の非接続構成要素間の接触点の局部的な領域に
関連する、局部的な領域における追従性を除いて、１０，０００，０００未満である。よ
り好ましくは、これは５，０００，０００未満、より好ましくは３０００，０００未満、
より好ましくは１，０００，０００未満、より好ましくは５００，０００未満、より好ま
しくは２００，０００未満、より好ましくは１００，０００未満、より好ましくは４０，
０００未満、より好ましくは１０，０００未満、より好ましくは１，０００未満、最も好
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ましくは５００未満である。
【１１８５】
　ｄＦ／ｄｘは、ヒンジ要素と接触面を分離するように接触面に垂直な方向にヒンジ接続
部に加えられる並進力に関する構造の剛性（又は追従性の逆数）と考えることができる。
【１１８６】
　ごく小さい表面の特徴に起因する剛性材料間の局部的な接触点に関連する追従性は、付
勢機構の追従性の解析の状況において常に有用であるとは限らないので、無視してもよい
ことに留意されたい。これは、このような追従性は、粉塵が間隙に入った場合に振動板の
可動域、時間／摩耗において一致しないことがあり、及び製造ばらつきのためにユニット
間において一致しないことがあるためである。したがって、付勢機構は、好ましくは、よ
り制御可能で、信頼性が高く、製造可能な構造を介して追従性を提供する。
【１１８７】
　コンピュータ・シミュレーションが追従性を決定するために使用され、上記に概説され
た理由により、付勢機構内の非接続構成要素間の接触点の局部的な領域に関連する、局部
的な領域における追従性を排除することを望む場合、また、点負荷の状況ではコンピュー
タ・シミュレーションが追従性を計算できないことに関連する不正確さを避ける場合、こ
れらの接触点は、スポット溶接に相当する非常に小さなソリッド連結で置き換えることが
できる。そのような連結は、上記の点における（分析の目的のための回転に相当する）旋
回に対する抵抗を、調査される変数に影響を及ぼす他の追従性の発生源と比較して無視で
きるほど十分に小さくすべきである。さらに、スポット溶接は圧縮されている接続部にの
み適用され、張力のある接続部は現実のシナリオで発生するように自由に分離するように
注意する必要がある。
【１１８８】
　実例として、このヒンジ・システムの付勢機構に固有の追従性を分析するために、Ｋオ
ーディオ・トランスデューサ実施例の接触ヒンジ・システムを示す図Ｋ１ｇ及びＫ１ｉを
参照すると、１つの可能な方法は、分析されるべき第１の接触位置ｋ１１４に、ヒンジ要
素Ｋ１０８を接触部材Ｋ１０５から分離する力を加えることである（図Ｋ１ｇ及びＫ１ｉ
参照）。次に、力は、試行錯誤によって、第１の接触位置Ｋ１１４でのみ分離を引き起こ
すのに必要な力を決定するために変化する。小さな分離が達成されると、ヒンジ・システ
ムの他の接触面又は表面（この実例では１つの他の接触面のみが存在する）は分離が起こ
るかどうかを見るために観察される。他の接触位置で分離が発生した場合、これは問題な
く、又は、分離が起こらない場合は、互いに近づいて／離れて並進するという点で接触要
素を加えるために非常に小さな「スポット溶接」がこの位置でモデルに追加され、それに
よって、この位置でごく小さい表面特徴に関連する追従性を排除する。これは、ごく小さ
い表面特徴又は点荷重に関連する不正確な分析とは対照的に、付勢機構に関連する追従性
に向かって分析を分離する。次いで、加えられる力が増加し、関連する分離の変化が観察
される。分離の変化と組み合わせた力の増加は、付勢機構の追従性を示す。
【１１８９】
　可能なチェックとして、両方の場合の溶接が十分に小さく、結果がこの変化によって無
視できる程度にしか影響を受けないことを確認するために、スポット溶接サイズを縮小し
、上記の分析を繰り返すことができる。
好ましくは、ヒンジ要素に作用する付勢機構の全体の剛性ｋ（「ｋ」はフックの法則で定
義される）、上記の接触面を介して支持される振動板組立体の部分の回転軸の回りの回転
慣性、及び振動板の基本共振周波数Ｈｚ（ｆ）は、Ｋ＜Ｃ×≦１０，０００×（２πｆ）
２×Ｉの関係を満たす。
ここで、Ｃは好ましくは２００、より好ましくは１３０、又はより好ましくは１００、又
はより好ましくは６０、又はより好ましくは４０、又はより好ましくは２０、又は最も好
ましくは１０によって与えられる定数である。
【１１９０】
　また、好ましくは、振動板が通常動作中に平衡変位しているときに、２つの等しく反対
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方向の小さな力がそれらを分離するような方向に接触面に対して各表面に同じ力で垂直に
印加されると、最初の分離を達成するのに必要な力を上回るニュートンの小さな力の増加
（ｄＦ）と、ドライバの残りの部分の変形に起因する表面での分離の結果として生じるメ
ートルの変化（ｄｘ）との関係、接触面に対する振動板の回転軸の回りの振動板の回転慣
性（Ｋｇ．ｍ２（Ｉ））、及び振動板の基本共振周波数Ｈｚ（ｆ）は、付勢機構内の非接
続構成要素間の接触点の局部的な領域に関連する、局部的な領域における追従性を除いて
、
【数１２】

を満たす。
ここで、Ｃは好ましくは２００、より好ましくは１３０、又はより好ましくは１００、又
はより好ましくは６０、又はより好ましくは４０、又はより好ましくは２０、又は最も好
ましくは１０によって与えられる定数である。
【１１９１】
　平衡の達成
　付勢機構は、好ましくは、接触力を以下のいずれかのように位置及び方向に加える。
１）振動板の枢動復元力を加える別個の手段がある場合には、付勢力は、振動板を不安定
にして不安定な平衡状態にするか、又は振動板の基本モード周波数を過度に上昇させる重
要なモーメントを生じさせない。
２）付勢力が直接的又は間接的に振動板復元力の要因である場合、復元力は、通常の動作
中に振動板の可動域に対して十分に線形とすべきである。
【１１９２】
　好ましくは、ヒンジ要素に加えられる付勢力は、振動板の可動域の全範囲にわたって接
触面に対して振動板の回転軸と同一直線上にある縁部の近くに加えられる。より好ましく
は、ヒンジ要素と接触面との間に加えられる付勢力は、振動板の可動域の全範囲にわたっ
て、ヒンジ要素の接触面及び接触部材の接触面のうちの、回転軸に垂直な平面における断
面プロファイルで見た場合に比較的小さな半径で突状に湾曲した接触面側の接触半径の中
心の近くを通る軸の同一直線上にある位置に加えられる。好ましくは、通常動作の間は常
に、付勢力の位置及び方向は、回転軸に平行に向けられ、ヒンジ要素と接触部材との間の
接触点、接触線、又は接触領域を通過する仮想線を通過するようになっている。
【１１９３】
　記載された構成は、振動板に作用する復元力を最小限に抑え（Ｗｎを最小限に抑え）、
不安定な平衡を生じさせないようにし、基本振動板共振周波数Ｗｎを過度に増加させ得る
振動板の過大な復元力を防ぐのを助ける。
【１１９４】
　付勢機構の多くの異なる形態が可能であり、上記の要求に従って設計できることが理解
されるであろう。例えば、いくつかの実施例では、ばね又は他の弾性部材構造を使用する
ことができる。或いは、磁力ベースの構造を利用してもよい。これらの実例は、本発明の
実施例を参照して与えられる。しかしながら、当業者に知られている他の付勢機構を代わ
りに使用することができ、本発明はそのような実例に限定することを意図していないこと
が理解されるであろう。
【１１９５】
３．２．１ｅ　接触によって提供される堅固な拘束
　ヒンジ要素Ｈ７０２と接触部材Ｈ７０３との間の接触は、好ましくは、少なくとも接触
点／領域でヒンジ要素の表面に接する平面に対して垂直な方向において、接触部材に対す
る平行移動に対して接触点／領域Ｈ７０４においてヒンジ要素を実質的に堅固に拘束する
。これは、好ましくは、付勢機構によって提供されるが、いくつかの実施例ではそうでは
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ない可能性がある。通常動作では、付勢力と比較して小さい（及び反対の）力がヒンジ要
素Ｈ７０２に加えられると、ヒンジ要素と接触部材との間の一貫した物理的接触は、接触
面に垂直な方向における接触部材に対して、並進運動に対するヒンジ要素の接触部分を堅
固に拘束する。好ましくは、付勢力と比較して小さい力、すなわち通常動作中の典型的な
力がヒンジ要素に加えられると、一貫した物理的接触はまた、接触部材に対して、接触点
／接触領域においてヒンジ要素の表面に接する平面に実質的に平行又は実質的に平面内の
方向に、ヒンジ要素を接触点において平行移動に対して堅く拘束する。このような拘束は
、ヒンジ要素と接触面との間の静摩擦に起因することが最も好ましい。重要な並進の拘束
が提供されない場合、ヒンジ・システムは、ＦＲＯ内で分割モードが発生するのを防ぐこ
とができる点で、あまり機能しない又は全く機能しない。
【１１９６】
３．２．１ｆ　係数とジオメトリ
　ヒンジ要素Ｈ７０２と接触部材Ｈ７０３の両方が実質的に剛性の材料から形成されるこ
とが好ましい。接触領域における僅かな撓みは、振動板分割モードの周波数の顕著な低下
、及び対応する音質の低下をもたらす可能性がある。
例えば、ヒンジ要素及び接触部材は、約８ＧＰａより高いヤング率、又はより好ましくは
約２０ＧＰａより高いヤング率を有する材料から作られる。適切な材料は、例えば、スチ
ール、チタン、又はアルミニウム、又はセラミック又はタングステンなどの金属を含む。
【１１９７】
　ヒンジ要素Ｈ７０２と接触部材Ｈ７０３との接触面は、硬質で耐久性がある高強度の被
覆材でコーティングすることもできる。アルミニウム構成要素は陽極酸化することができ
、又はスチール構成要素はセラミック・コーティングを施すことができる。１つ又は好ま
しくは両方の構成要素のセラミック・コーティングは、接触点におけるフレッチング及び
／又は他の腐食メカニズムによる腐食を低減又は排除する。このような理由から、接触位
置におけるヒンジ要素及び接触部材の接触面のいずれか又は（好ましくは）両方は、非金
属材料又はコーティング、及び／又は、耐腐食性材料又はコーティング、及び／又は、フ
レッチングに関する腐食に耐える材料又はコーティングを含むことができる。
【１１９８】
　ヒンジ要素Ｈ７０２及び接触部材Ｈ７０３のジオメトリは、接触点／領域Ｈ７０４の近
くで実質的に剛性でなければならない。いずれかの構成要素が支持されていない特に薄い
壁を有する場合、例えば接触点／領域の近傍では、撓み及び関連するヒンジ追従の危険性
があり、例えば接線面内で平行移動が行われる。この理由から、ヒンジ要素と接触部材の
両方が、接触位置Ｈ７０４において、比較的小さい半径の接触面の曲率半径に比べてかな
り厚い及び／又は幅広であることが好ましい。
【１１９９】
　好ましくは、ヒンジ要素は、接触位置において、ヒンジ要素及び接触部材の接触面のう
ち側面プロファイルにおいてより突状である接触面の半径の１／８、又は１／４、又は１
／２よりも厚く、又は最も好ましくはこれより厚い。また、接触部材の壁厚は、接触位置
において、ヒンジ要素及び接触部材の接触面のうち側面プロファイルにおいてより突状で
ある接触面の半径の１／８、又は１／４、又は１／２よりも厚く、又は最も好ましくはこ
れより厚い。
【１２００】
　好ましくは、並進荷重が振動板からヒンジ接続部を介してトランスデューサ・ベース構
造へと通過することができる少なくとも１つの実質的に非適合の経路がある。例えば、振
動板本体を実質的に剛性の構成要素を含むベース構造に連結する少なくとも１つの経路が
あり、これにより、一方の剛性構成要素が剛性連結されることなく他方の剛性構成要素と
接触する場所のすぐ近くにおいて、全ての材料は８ＧＰａより高い、又は好ましくは２０
ＧＰａより高いヤング率を有する。
【１２０１】
３．２．１ｇ　転動
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　ヒンジ要素Ｈ７０２は、好ましくは、動作中に接触部材Ｈ７０３に対して実質的に自由
に転動及び／又は揺動することができる。転動機構は必ずしも完全に純粋な回転動作を規
定するとは限らないことに留意されたい。例えば、より小さい半径の突状曲面が、回転軸
に垂直な平面内の断面プロファイルで見た場合に、０より大きい半径を有する場合、その
表面が他の表面に対して移動する際に並進の要素もあり、これは動作中の回転軸の位置を
変えることがある。また、ヒンジ要素Ｈ７０２が回転軸に垂直な平面で見た場合に放物線
の断面プロファイルを有し、接触部材が回転軸に垂直な平面で見た場合に平坦な断面プロ
ファイルを有すると、振動板が再び撓むにしたがって並進の程度は変化して回転軸の位置
が変化し得る。いくつかの構成では、並進の距離は重要であるが、本発明の目的上、回転
軸への言及は、動作中のヒンジ接続部によって規定される回転の近似軸を意味する。
【１２０２】
３．２．１ｈ　擦れ
　いくつかの構成では、ヒンジ要素Ｈ７０２は、ヒンジで動くにつれて、接触部材Ｈ７０
３の表面に対して擦れ、ねじれ、摺動し、又は接触部材Ｈ７０３の表面に沿って移動する
ことも可能である。例えば、１つの構成では、ヒンジ要素は、接触部材に接触し、接触点
／領域Ｈ７０４で表面に接する平面に垂直な軸の周りを回転する（又はねじれる）。ヒン
ジ要素及び接触部材の両方に適した材料は、サファイア又はルビーのような硬質及び剛性
材料を含むことができる。この構成では、１つのヒンジ接続部が振動板幅の一方の側に配
置され、第２の要素が他方の側に配置される。両方のヒンジ接続部が一緒に回転軸を定義
する。
【１２０３】
　擦れ又は摺動の全ての点は、可能な限り回転軸の近くに配置することが好ましい。好ま
しくは、回転軸に垂直な平面に沿った断面プロファイルで見た場合、ヒンジ要素の接触面
と接触面とのうち小さい突状曲率半径を有する方は、２つの部分の回転軸から振動板の最
も遠い周辺部まで測定したときの振動板組立体の長さに比べて比較的小さい半径を有する
。この半径は、例えば、振動板組立体の長さの２％未満、最も好ましくは振動板組立体の
長さの１％未満である。
【１２０４】
３．２．１ｉ　ベース構造及び振動板への連結
　ヒンジ接続部Ｈ７０１を含むヒンジ・システムは、振動板組立体とトランスデューサ・
ベース構造との間に結合されるように構成されてもよい。例えば、接触ヒンジ接続部Ｈ７
０１のヒンジ要素Ｈ７０２を含むヒンジ・システムのヒンジ組立体は、振動板組立体に堅
固に連結されてもよく、組立体のヒンジ接続部の接触部材Ｈ７０３は、トランスデューサ
・ベース構造に堅固に取り付けられてもよい。これは、簡単で効果的なヒンジ接続部機構
を形成し、それによって、並進力が振動板とベース構造との間で伝達される経路が直接的
となり、純粋な並進移動に対して剛性を達成するのに役立つ。中間的な構成要素がなけれ
ば、追従性の機会を最小限に抑えるのに役立つ。言い換えれば、振動板構造又は組立体と
ヒンジ要素との結合部、及びベース構造と接触部材との結合部における追従性が低くなる
かゼロになるように、連結は堅固である。
【１２０５】
　代替的に、ヒンジ要素Ｈ７０２がトランスデューサ・ベース構造に堅固に取り付けられ
、接触部材Ｈ７０３が振動板組立体に堅固に取り付けられるように、ヒンジ接続部を逆に
することができる。
【１２０６】
　好ましくは、振動板は、ヒンジ・システムによって動作可能に支持され、トランスデュ
ーサ・ベース構造に対して近似的な回転軸の周りで実質的に回転する。好ましくは、ヒン
ジ要素は、振動板の回転軸と実質的に同一線上にある軸の周りで接触面に対して転動する
。しかし、代替的に、ヒンジ要素は、回転軸と平行であるが同一直線上にない軸の周りで
転動する。
【１２０７】
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　振動板構造又は本体を含む振動板組立体は、好ましくは、各ヒンジ接続部及び関連する
接触面に近接して密接に関連及び／又は接触している。また、ヒンジ要素（又は接触部材
）は、振動板構造に堅固に取り付けられ、それによって構成要素となり、振動板構造の一
部を形成し、全ての意図及び目的のために振動板構造が直接接触して並進剛性が改善され
る。同様に、トランスデューサ・ベース構造、特にベース構造のスクワット・バルクは、
好ましくは、各ヒンジ接続部及び関連する接触面に近接して密接に関連及び／又は接触し
ている。接触部材（又はヒンジ要素）は、ベース構造のスクワット・バルクに堅固に取り
付けられ、それによって構成要素となり、ベース構造の一部を形成し、全ての意図及び目
的のためにベース構造が直接接触して並進剛性が改善される。
【１２０８】
　振動板構造と接触面とを隔てる距離がある場合、この距離は、振動板及び各ヒンジ接続
部が密接に関連するように、回転軸から振動板構造の最も遠位の周辺部までの総距離と比
較して小さいことが好ましい。例えば、この距離は、振動板先端部から回転軸までの最大
距離の１／４未満であることが好ましく、又は振動板先端部の回転軸に対する最大距離の
１／８未満であることがさらに好ましく、又は振動板先端の回転軸に対する最大距離の１
／１６未満であることが最も好ましい。これは、振動板本体とヒンジ接続部との間の追従
性を減少させるのに役立つ。同様に、トランスデューサ・ベース構造のスクワット・バル
ク及び各ヒンジ接続部は、隔たりがあれば同様の距離で密接に関連していることが好まし
い。
【１２０９】
３．２．１ｊ　ヒンジ・システムのシム
　いくつかの可能な構成では、接触部材Ｈ７０３は、１つ又は複数のシム又は他の実質的
に剛性の部材を介してトランスデューサ・ベース構造に取り付けることができる。これら
は、場合によっては接触部材Ｈ７０３の一部を形成すると考えることができる。例えば、
設計者は、シムを間隙Ｈ７０４に挿入することが有用であるとおそらく判断することがで
きる。この場合、ヒンジ・システムＨ７０１は、並進追従性の最小限の増加でも依然とし
て良好に機能することができる。この構成に用いられるシムは、剛性が高く、ヤング率が
約８ＧＰａ以上、又はより好ましくは約２０ＧＰａ以上の材料から作製されることが好ま
しい。適切な材料は、例えば、スチール、チタン、又はアルミニウム、又はセラミック又
はタングステンなどの金属を含む。
【１２１０】
　好ましくは、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の一方は、接触領域のす
ぐ近くの各ヒンジ接続部のヒンジ要素の少なくとも一部に効果的に堅固に連結され、振動
板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の他方は、接触領域のすぐ近くの各ヒンジ接
続部の接触部材の少なくとも一部に効果的に堅固に連結されている。
【１２１１】
　また、通常動作中は常時、ヒンジ要素と接触部材とが接触する点又は領域は、全方向の
並進変位の観点から、ヒンジ要素とトランスデューサ・ベース構造の両方に効果的に堅固
に連結されることが好ましい。このようにして、各ヒンジ接続部の接触面及びヒンジ要素
は、並進変位の観点から、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の両方に対し
て事実上実質的に不動である。
【１２１２】
　好ましくは、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の一方は、ヒンジ要素に
効果的に堅固に連結され、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の他方は、接
触部材に効果的に堅固に連結される。さらに好ましくは、振動板組立体及びトランスデュ
ーサ・ベース構造のうちの一方は、ヒンジ要素及び接触部材が接触する位置のすぐ近くの
ヒンジ要素の一部又は複数の部分に効果的に堅固に連結され、振動板組立体及びトランス
デューサ・ベース構造の他方は、ヒンジ要素及び接触部材が接触している位置のすぐ近く
の接触部材の一部又は複数の部分に効果的に堅固に連結される。
【１２１３】
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　図Ａ１ｆに示す実施例は、以下でさらに詳細に説明するように、簡単で、コストが低く
、望ましくない共振の影響を受けにくい利点を提供するこの構成の実例である。
【１２１４】
　振動板組立体とトランスデューサ・ベース構造との間の間隙に平坦な金属シムを挿入し
て、振動板組立体によってトランスデューサ・ベース構造に対して一定の接触状態に保持
されるようにすると、デバイスは依然としてかなり良好に機能することに留意されたい。
シムは、少なくとも接点の点／領域の局部的な領域において、トランスデューサ・ベース
構造に堅固に連結されているかのように挙動する。この場合、接触部材がシムを含み、振
動板組立体がヒンジ要素を含むときは、トランスデューサ・ベース構造は、シム／接触部
材に効果的に堅固に連結されたままであり、ヒンジ要素は振動板組立体に堅固に連結され
、上述のように有利な構成が依然として存在する。
【１２１５】
３．２．２　実施例Ａ－接触ヒンジ・システム
　ヒンジ・システムの概要
　上述の設計原理及び考察に従って設計された本発明の接触ヒンジ・システム構成の実例
が、図Ａ１に示された実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに示されている。本発明
の実施例Ａのトランスデューサは、ヒンジ・システムを介してトランスデューサ・ベース
構造Ａ１１５に枢動可能に結合された振動板組立体Ａ１０１を有する回転動作ドライバを
含む。本明細書のセクション３．２で述べたように、振動板組立体は、作動中に実質的に
剛性のままである振動板本体を備える。振動板組立体は、好ましくは、動作中、振動板の
ＦＲＯにわたって実質的に剛性の形態を維持する。ヒンジ・システムは、振動板組立体Ａ
１０１がベース構造Ａ１１５に対して回転又は揺動／振動することができるように、振動
板組立体を動作可能に支持するように構成され、振動板組立体Ａ１０１とトランスデュー
サ・ベース構造Ａ１１５との間に転動接触を形成する。この実例では、ヒンジ・システム
は、１つ又は複数のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体Ａ３０１（図Ａ３ａに示される）
を含み、各ヒンジ接続部はヒンジ要素及び接触部材を含み、接触部材は接触面を有する。
この実施例では、ヒンジ組立体は、振動板組立体のいずれかの側に一対のヒンジ接続部を
含む。ヒンジ接続部のヒンジ要素は、同じ又は別個の構成要素の要素であってもよく、及
び／又はヒンジ接続部の接触要素は、以下の説明から明らかなように、同じ又は別個の構
成要素の部材であってもよい。動作中、各ヒンジ接続部は、接触面との実質的に一貫した
物理的接触を維持しながら、ヒンジ要素が関連する接触部材に対して移動することを可能
にするように構成される。さらに、ヒンジ・システムは、ヒンジ要素を接触面に向かって
付勢する。好ましくは、ヒンジ・システムは、関連する接触面に向かう付勢力を各接続部
のヒンジ要素に適合可能に加えるように構成される。
【１２１６】
　この実施例では、両方のヒンジ接続部は、（図Ａ１ｆにも示されている）接触面を有す
る長手方向の接触バーＡ１０５である接触部材に対して、動作中に実質的に摺動しないか
又はわずかな摺動とともに転動する長手方向のヒンジ・シャフトＡ１１１である共通のヒ
ンジ要素を含む。この実例では、ヒンジ要素Ａ１１１は、接触領域Ａ１１２においてヒン
ジ要素の一方の側に実質的に突状に湾曲した接触面又は頂点を含み、接触領域Ａ１１２に
おける接触バーＡ１０５の一方の接触面は、実質的に平面又は平坦である。上述したよう
な代替の構成では、ヒンジ要素Ａ１１１又は接触部材Ａ１０５のいずれか一方は突状の湾
曲接触面を一方の側に備え、接触バー又はヒンジ要素の他方の対応する表面は、一方の表
面を他方の表面に対して転動させることを可能にするために、平面、窪み面、（相対的に
大きな曲率半径の）小さな突面、又はさらには同様の半径の他の突面を含んでいてもよい
。
【１２１７】
　ヒンジ要素Ａ１１１及び接触部材Ａ１０５の構成要素は、ヒンジ・システムの付勢機構
によってある程度の追従性とともに加えられた実質的に一貫した力によって、実質的に一
定及び／又は一貫した物理的接触状態に保持される。付勢機構は、以下のいくつかの実例
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でさらに説明するように、ヒンジ組立体の一部、例えばヒンジ要素及び／又はそれとは別
個の一部を含んでいてもよい。振動板組立体、構造又は本体は、いくつかの実施例におい
て、付勢機構も備えることができる。実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの実例で
は、ヒンジ・システムの付勢機構は、対向するポールピースＡ１０３及びＡ１０４を有す
る永久磁石Ａ１０２と、振動板組立体に埋め込まれた磁気的引力のあるスチール・シャフ
トＡ１１１とを有する磁気構造又は組立体を含む。付勢機構は、ヒンジ要素を所望の追従
性レベルで接触部材に押し付けるように作用する。付勢機構は、オーディオ・トランスデ
ューサの動作中にヒンジ要素Ａ１１１及び接触部材Ａ１０５が物理的に接触したままであ
ることを保証し、好ましくは、ヒンジ・システム、特に可動ヒンジ要素が、製造ばらつき
又は接触面の不完全性、及び／又は例えばヒンジ・システムの製造又は組み立て中に組立
体に誤って導入される可能性のあるほこり又は他の異物などの要因によって動作中に存在
し得る転がり抵抗の影響を受けにくいように十分追従性を有する。このようにして、ヒン
ジ要素Ａ１１１は、動作中に振動板の回転運動に著しく影響を及ぼすことなく接触部材に
対して転動し続けることができ、それによって、そうでなければ起こり得る音の乱れを軽
減するか少なくとも部分的に緩和する。
【１２１８】
　好ましくは、付勢力は、ヒンジ要素と接触部材との間の接触領域において接触面に実質
的に垂直な方向に加えられる。好ましくは、付勢機構は実質的に追従性がある。好ましく
は、付勢機構は、ヒンジ要素と接触部材との間の接触領域における接触面に実質的に垂直
な方向に実質的に追従性を有する。ヒンジ要素と接触部材との間の接触は、好ましくは、
ヒンジ要素の接触点／領域において、接触部材に対する少なくとも接触点／領域でヒンジ
要素の表面に接する平面に垂直な方向の平行移動に対してヒンジ要素を実質的に堅固に拘
束する。
【１２１９】
　付勢機構は、振動板構造の長手方向軸に実質的に平行な方向に、及び／又は、接触Ａ１
１２の領域又は線又はヒンジ要素Ａ１１１の頂点に接する平面に実質的に垂直な方向に力
を加えて、接触部材Ａ１０５に対してヒンジ要素Ａ１１１を保持するように構成される。
付勢機構は、転動ヒンジ要素がヒンジ・システムの接触面間に存在する欠陥又は異物上を
最小抵抗で移動することができ、それによりヒンジ要素が動作中に接触部材上を滑らかに
十分に妨げられないように転動できるように、少なくともこの横方向においても十分に追
従性を有する。言い換えれば、付勢機構の追従性の増大は、ヒンジが、完全に滑らかで妨
げられない接触面を有するヒンジ・システムと同様に動作することを可能にする。
【１２２０】
　付勢機構
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの実例では、ヒンジ・システムの付勢機構は
、対向するポールピースＡ１０３及びＡ１０４を有する磁石Ａ１０２と、振動板組立体に
埋め込まれた磁気的引力のあるシャフトＡ１１１とを有する磁石ベースの構造を含む。磁
石Ａ１０２は、例えば、以下に限定されるものではないが、ネオジム材料から作られても
よい。対向するポールピースＡ１０３及びＡ１０４は、例えば軟鋼のような強磁性材料か
ら作られるが、これに限定されない。ポールピースＡ１０３及びＡ１０４は、接触バーＡ
１０５及びピボット・シャフトＡ１１１の両側に配置され、その間に磁場を生成し、シャ
フトＡ１１１に力を加えて接触部材Ａ１０５に向かって付勢する。この実例では、磁石Ａ
１０２は、振動板組立体と長手方向に整列して配置され、ポールピースは、必要な磁場を
達成するために、振動板組立体の対向する主面の両側に隣接して配置されるが、他の構成
も可能であることが理解されるであろう。
【１２２１】
　シャフトＡ１１１は、限定されないが例えばステンレス鋼のような強磁性材料から形成
されてもよく、この場合、振動板組立体Ａ１０１の一部を形成する。この実例では、接触
バーＡ１０５もまた、ステンレス鋼のような強磁性材料から作られているが、他の適切な
材料を代替構成に組み込むこともできる。４２２等級の鋼のような十分に磁力の強い鋼が
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好ましくは使用されるが、他の種類も可能である。接触バーＡ１０５とシャフトＡ１１１
の両方は、好適な形態では、（接触点における滑りを防止するのに役立つ）適度に高い摩
擦係数を有する窒化クロムのような薄い物理蒸着セラミック層を用いてコーティングされ
、好ましくは低い摩耗特性を有し、非金属であることは、フレッチングなどの腐食を防止
するのを助けるという点で有用である。上記のセクションで説明したように、接触バーＡ
１０５及び／又はシャフトＡ１１１に他の材料及び／又はコーティングを利用することが
でき、本発明はこの特定の実例に限定されるものではないことが理解されよう。振動板組
立体Ａ１０１及びトランスデューサ・ベース構造Ａ１１５は、実質的に剛性である。振動
板組立体とトランスデューサ・ベース構造の両方の材料、ジオメトリ及び／又は構成は、
接触バーＡ１０５上の接触領域Ａ１１２の直近及び／又は近傍において比較的剛性である
。
【１２２２】
　上述したように、磁石Ａ１０２、トランスデューサ・ベース構造のポールピースＡ１０
３、Ａ１０４、及びヒンジ及び振動板組立体のシャフトＡ１１１を含む付勢機構は、ヒン
ジ要素Ａ１１１に特定の付勢力を加え、動きに対する特定の程度の追従性及び／又は剛性
を伝える磁界を形成する。言い換えれば、磁力は、ヒンジ要素が振動板組立体Ａ１０１の
長手方向軸に実質的に平行な軸に沿って接触部材に対して平行移動することを可能にする
程度に追従性を有する。
【１２２３】
　この構造によって発生する磁場は、磁石Ａ１０２のＮ側（図Ａ１ｅの矢印方向及び「Ｎ
」記号によって示されるＮ側）から横断し、Ｎ側外側ポールピースＡ１０３を通ってコイ
ルＡ１０９に最も近い端部に向かって延び、第１のコイル巻線長辺Ａ１０９、スペーサＡ
１１０の第１の辺、シャフトＡ１１１、及びＳ側外側ポールピースＡ１０４の端部を通っ
てほぼ線形の磁力線を含む。その後、磁場はＳ側外側ポールピースＡ１０４に続き、Ｓ側
（図Ａ１ｅの矢印方向及び「Ｓ」記号によって示されるにＳ側）において磁石Ａ１０２に
再び入る。磁石のＮ極及びＳ極の向きは、他の構成で変更されてもよいことが理解される
であろう。
【１２２４】
　１つのコイル巻線側Ａ１０９によって及ぼされる力の方向は、コイルを流れる電流の方
向に依存する。発生した力は常に電流と磁場の両方の方向に垂直であるので、図Ａ１ｅ及
びＡ１ｆを参照すると、１つのコイル巻線長辺Ａ１０９によって印加される力の方向は、
ほぼ左又は右になる。
【１２２５】
　磁気付勢機構は、付勢機構の目的に関して利点を提供し、好ましくは、実質的な追従性
が加えられた１つ又は複数のヒンジ接続部に実質的な力を提供し、ヒンジ要素及び接触部
材のそれぞれの対の間に実質的に遮るもののない回転運動を可能にしながら、１つ又は複
数のヒンジ要素を１つ又は複数の接触部材に付勢する。
【１２２６】
　他の構成では、付勢機構は、互いに反発及び／又は引き付けるように構成された複数の
磁石から構成することができる。
【１２２７】
　追従性の程度及び力の大きさは、上で詳細に説明した以下の要因のいずれか１つに基づ
いて設計することができる。
・オーディオ・トランスデューサの意図されたＦＲＯ
・振動板構造又は組立体の回転慣性及び／又は振動板構造又は組立体の長さ、幅、深さ形
状又はサイズ、及び／又は
・振動板構造又は組立体の質量
【１２２８】
　有限要素法解析は、セクション３．２．１ｄで説明したヒンジ・システムの付勢機構に
固有の追従性を判断するのに適している。



(172) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

【１２２９】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに採用される本発明のヒンジ・システムは、
振動板組立体とトランスデューサ・ベース構造との間の負荷が伝わる主経路が、剛性材料
で作られ剛性のジオメトリを有する構成要素で全体的に構成されるから、ヒンジ接続部に
おける並進追従性（すなわち、シャフトＡ１１１が接触バーＡ１０５に対して平行移動す
ることができるように容易であること）が比較的低いか緩和されるというウィン－ウィン
の利益を提供する。また、シャフトＡ１１１と接触バーＡ１０５とを一緒に保持する力が
適合可能に加えられるので、回転に対する抵抗は、特に接触の頑強さに関して、比較的低
く、一貫性があり信頼性のあるものにすることができる。
【１２３０】
　この性能は、ヒンジ・システムに固有の非対称性により達成され、これにより、一方で
は、付勢機構は、振動板組立体をトランスデューサ・ベース構造に対して保持する一定の
力を適合的に適用し、他方では、トランスデューサ・ベース構造は、実質的に一定の変位
を規定することによって応答し、その結果、逆方向に作用する等しい反作用力をもたらし
、望ましくない振動板ベース構造の共振モードを悪化させる可能性がある並進追従性を最
小限にする。好ましくは、反作用力は、接触面を比較的非追従性である接触部材の本体に
連結する接触部材の部分によって提供される。
【１２３１】
　この実施例の付勢機構は、動作中に振動板組立体に対して重要な内部荷重を示さないよ
うに十分に追従性がある。例えば、動作中に、使用中の振動板組立体に小さな負荷が加え
られ、例えば、分割共振モードが励起されると、ヒンジ及び振動板組立体のシャフトＡ１
１１の変位は、この連結が非適合的に構成されているので、主に、接触バーＡ１０５との
接触によって抵抗される。一方、付勢機構は、比較的追従性があり、したがって、比較的
一定の内部荷重を維持するように構成され、そのような変位に有効に抵抗しない。
【１２３２】
　好ましくは、ヒンジ要素／シャフトＡ１１１は、振動板構造に堅固に連結され、振動板
組立体の一部を形成し、ヒンジ要素Ａ１１１の特に接触面Ａ１１２に直近の領域、及び、
この領域と振動板組立体の残りの部分との間の連結部は、付勢機構と比較して比較的非適
合的である。
【１２３３】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの場合、コイル巻線Ａ１０９である励起機構
力発生構成要素によって加えられる力は、ヒンジ要素及び接触部材を予期せずに滑らせる
ように作用する可能性がある。この可能性を最小にするために、全ての付勢機構によって
加えられる正味の力は、好ましくは、励起機構によって加えられる最大の力よりも大きく
すべきである。好ましくは、力は、トランスデューサの通常動作の間に受ける最大励起力
の１．５倍より大きく、又はより好ましくは２．５倍より大きく、又はさらに好ましくは
４倍より大きい。
【１２３４】
　ヒンジ要素Ａ１１１を接触部材Ａ１０５に向けて付勢する力は、好ましくは、トランス
デューサの通常の動作中に振動板組立体に最大の励起が加えられたときに、ヒンジ要素Ａ
１１１と接触部材Ａ１０５との間に実質的に重要でない又は滑らない接触が維持されるよ
うに、十分に大きい。好ましくは、特にヒンジ接続部における付勢力は、トランスデュー
サの通常動作中に振動板組立体に最大励起が加えられたときに、ヒンジ接続部で生じる反
力の接触面に平行な方向の成分より３倍、又はより好ましくは６倍、又は最も好ましくは
１０倍大きい。好ましくは、ヒンジ要素と接触部材との間の接触力の少なくとも３０％、
又はより好ましくは少なくとも５０％、又は最も好ましくは少なくとも７０％は、付勢機
構によって与えられる。
【１２３５】
　全ての付勢機構によって加えられる正味の力は、およその方向に加えられ、通常動作の
間に振動板が回転するにつれていくらかの変化があってもよく、接触点における滑りの傾
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向を最小にする。したがって、実施例Ａの場合、付勢力は、使用時にヒンジ要素に接触す
る接触面に垂直な軸（又は接触面に垂直なベクトル）に対して２５度未満、又はより好ま
しくは１０度未満、及びより好ましくは５度未満の角度の方向に加えられることが好まし
い。最も好ましくは、この角度は、実施例Ａの場合には、使用時に２つの間で約０度であ
る。
【１２３６】
　ヒンジ接続部
　実施例Ａの実例では、接触バーＡ１０５はトランスデューサ・ベース構造Ａ１１５に堅
固に連結されている。接触バーＡ１０５は、ベース構造と別個に形成され、任意の適切な
機構を介してベース構造に堅固に結合されてもよく、そうでなければ、ベース構造Ａ１１
５の別の部分と一体的に形成されてもよい。接触バーＡ１０５は、ベース構造の一部を形
成することができる。この実例では、接触バーＡ１０５は、ベース構造Ａ１１５の磁石Ａ
１０２の面に堅固に結合され、ベース構造の一部を形成する。同様に、ヒンジ要素／シャ
フトＡ１１１は、振動板構造Ａ１０１に堅固に結合され、したがって振動板組立体Ａ１０
１の一部を形成することができる。シャフトＡ１１１は、振動板組立体とは別個に、又は
一体的に形成されてもよい。この実例では、シャフトＡ１１１は別個に形成され、突状の
曲面に対向する平坦な端面は、当技術分野で公知の任意の適切な機構を介して、振動板本
体Ａ２０８の対応する平面な端面と堅固に結合する。
【１２３７】
　この実例では、ピボット・シャフトＡ１１１の突状の曲面Ａ３１１は、接触位置／領域
Ａ１１２において約０．０５～０．１５ｍｍ、例えば０．１２ｍｍの比較的小さな半径を
有する。これは、回転軸Ａ１１４から振動板の遠位先端／端部までの振動板本体Ａ２０８
の（図Ａ２ｆに示されている）長さＡ２１１の１％未満である。例えば、この実例では、
振動板本体の長さは約１５ｍｍである。この比は、自由な振動板の動き及び低い基本振動
板共振周波数（Ｗｎ）を容易にするのに役立つ。これらの寸法は例示的なものに過ぎず、
本特許明細書の先の設計原理及び考察セクションの下で定義される他のものも可能である
ことが理解されるであろう。
【１２３８】
　図Ａ３ａを参照すると、ヒンジ・システムの接触ヒンジ組立体の構成要素がより詳細に
示されている。ヒンジ要素又はシャフトＡ１１１は、ほぼ円筒形の全体形状の実質的に長
手方向の本体を含む。シャフトのサイズは、トランスデューサの用途及びサイズに依存し
、例えば、個人用オーディオ用途では、約１ｍｍ～１０ｍｍであり得る。他のサイズも想
定されており、この実例は可能なサイズの範囲を制限することを意図しない。図Ａ２ｇも
参照すると、シャフトＡ１１１の両端Ａ２０３に隣接して、縮小直径Ａ２０２の窪み部又
はセクションがある。このようにして、シャフトＡ１１１は、中央セクションＡ２０１と
、実質的に同様の直径の２つの端部セクションと、中央セクションと両端部セクションと
の間の中央セクション及び端部セクションに対して実質的に直径が縮小された２つの窪み
部セクションとを含む。接触部材Ａ１０５は、実質的に平坦な表面を有する本体を含む。
一対の接触ブロックが平面から横方向に突出している。本体は、トランスデューサの組み
立てられた状態で、トランスデューサ組立体の磁石Ａ１０２及び／又はベース構造Ａ１１
５を結合するように構成される。
【１２３９】
　各窪みセクションＡ２０２は、接触部材Ａ１０５の面から突出する対応する接触ブロッ
クＡ１０５ａ及びＡ１０５ｂを受け入れる大きさである。各接触ブロックは、対応する窪
み部内に収容されるような大きさであり、窪み部の対向面に対して／隣接して位置するよ
うに構成された実質的に平坦な接触面Ａ１０５ｃを含む。ピボット・シャフトＡ１１１の
各窪みセクションＡ２０２は、組立体の組み立てられた形態で接触部材Ａ１０５の対応す
る接触ブロックＡ１０５ａ／Ａ１０５ｂの接触面Ａ１０５ｃに接触するように構成された
（断面で）実質的に突状に湾曲した表面を含む。ピボット・シャフトＡ１１１の中央セク
ションＡ２０１は、接触部材の接触ブロック間に位置するように構成され、端部Ａ２０３
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は、接触ブロックの外側に位置するように構成される。中央セクションＡ２０１は、接触
部材Ａ１０５から離間していることが好ましい。このようにして、シャフトＡ１１１は、
接触ブロックの接触面に対して転動する窪みセクションＡ２０２の作用によって接触部材
に対して転動することができる。したがって、ヒンジ・システムは、振動板組立体が最小
の制限で自由に前後に揺動／振動することを可能にする。
【１２４０】
　シャフトＡ１１１の各窪みセクションＡ２０２は、突状に湾曲した接触面Ａ３１１まで
延びる傾斜面を有する。これにより、最小の抵抗で接触部材Ａ１０５の接触面Ａ１０５ｃ
に対してシャフトが回転するための空間が提供される。傾斜面は、例えば約１２０度であ
ってもよいが、他の角度も可能であり、本発明はこれに限定することを意図していない。
角度を付けられたセクションの頂点において、各窪みセクションＡ２０２の断面は、接触
領域Ａ１１２において実質的に平坦な接触ブロックＡ１０５ａ／Ａ１０５ｂ又は接触バー
Ａ２０５上のプラットフォームに接触して転動する比較的小さな半径（上述したように０
．０５ｍｍ～０．１５ｍｍの間など）の突状の曲面Ａ３１１を有する。
【１２４１】
　この実例では、ヒンジ・システムは、組立体の回転軸Ａ１１４に沿って離間した一対の
ヒンジ接続部を含み、それぞれは、窪みセクション及び対応する接触ブロック／プラット
フォームＡ１０５ａ／Ａ１０５ｂによって規定される。接触領域Ａ１１２／線が同一直線
上にあってヒンジ・システムのための共通の近似回転軸Ａ１１４を形成するように、一対
のヒンジ接続部、特に両者の接触領域Ａ１１２は実質的に整列している。代替の実施例で
は、長手方向軸に沿って３つ以上のヒンジ接続部が存在してもよく、又はヒンジ・システ
ムの長手方向の長さのかなりの部分にまたがって延びる単一のヒンジ接続部があってもよ
いことが理解される。この実例では、一対のヒンジ接続部は、トランスデューサの組み立
てられた状態において、振動板組立体Ａ２０１の振動板本体Ａ２０８の幅の両側に隣接し
て位置するように構成される。
【１２４２】
　固定構造
　図Ａ３ａは、この実施例のヒンジ・システムのヒンジ組立体Ａ３０１を含む部品の拡大
斜視図を示す。図Ａ３ａを参照すると、この実施例では、ヒンジ組立体Ａ３０１は、振動
板組立体Ａ１０１を接触面に実質的に垂直な方向に定位置に保持するように作用するリガ
メントＡ３０６及びＡ３０７を備える。これらは回転に大きく影響しないように設計され
る。これらは、振動板の分割共鳴を最小限に抑えるために並進変位の抵抗に大きく貢献す
るためにはあまりにも繊細で追従性がありすぎ、主に振動板をほぼ適所に保持する役割を
果たす。
【１２４３】
　通運動作の過程で、又は落下又は衝突シナリオのような他の状況において、力が接触点
において接触面の接線方向にヒンジ要素に加えられる可能性があるので、固定構造は、好
ましくは、動作の自由回転モードを依然として可能にしながら、動作のための所望の位置
に、接触部材に対してヒンジ要素を配置する。
【１２４４】
　固定構造には多くの可能な構成がある。実施例Ａのトランスデューサは、シャフトＡ１
１１に作用して、一端がポールピースＡ１０３に引き寄せられ、他端がポールピースＡ１
０４に引き寄せられる斜めの位置にシャフトＡ１１１を回転させる力がありそうなヒンジ
／モータ構成を有する。振動板組立体に埋め込まれた（スチール・シャフトＡ１１１であ
る）磁気要素を組み込んだこのような構成の場合、固定構造は大きな反力を加えることが
できなければならないが、振動の許容できる回転モードの点では依然として追従性を低く
する。
【１２４５】
　実施例Ａでは、これは、リガメントを含む固定構造によって達成される。そのようなリ
ガメントは、好ましくは、複数のストランドを含み、基本振動板共振周波数の低減をもた
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らすように曲げ追従性を大きくすること、例えば１０ＧＰａ以上、又はより好ましくは２
０ＧＰａ以上、又はより好ましくは３０ＧＰａ以上、又は最も好ましくは５０ＧＰａ以上
に引張弾性率を高くすること、理想的な場所から離れて振動板の位置を変更する可能性が
あるため時間の経過とともにクリープする傾向を低くすること、摩耗を防ぐのに役立つ擦
り減りに対する耐性を高くすることを促進する。リガメントに適した材料は、Ｖｅｃｔｒ
ａｎ（商標）のような液晶ポリマー繊維である。
【１２４６】
　例えば実施例Ｅのように振動板組立体に埋め込まれた磁気要素を組み込んでいないヒン
ジ／モータ構成の場合、他のより単純な固定構造がよりコスト効率がよい。例えば、図Ｅ
１（ａ～ｋ）に示されている実施例Ｅは、接触部材窪みＥ１１７を有するベースブロック
Ｅ１０５と、接触位置Ｅ１１４の窪み内で接触して転動するヒンジ要素突起Ｅ１２５を有
し、突起は、振動板ベース・フレームＥ１０７の一部である。トランスデューサが落下し
たら生じ得るような衝撃の場合には、窪みＥ１１７の傾斜側壁Ｅ１１７ｂ／Ｅ１１７ｃ／
Ｅ１１７ｃに接触する突起Ｅ１２５は、突起の過剰変位を防止することができる。
突出部が軸の方向に移動する場合には、傾斜した側壁Ｅ１１７ｄ
【１２４７】
　好ましくは、ヒンジ要素の他方及び接触面は、接触面の平面に垂直であり回転軸と同一
直線の平面内の断面プロファイル（すなわち、図Ｅ１ｋに示す断面）において、第１の要
素が回転軸の方向にあまりにも遠くに移動することを防止する１つ又は複数の隆起部分を
有する。
【１２４８】
　実施例Ａの図Ａ４に詳述されているトーション・バーＡ１０６は、シャフトＡ１１１を
トランスデューサ・ベース構造Ａ１１５に対して位置決めするのに寄与する金属ばねであ
る、異なるタイプの固定構造である。
【１２４９】
　実施例Ａのリガメント固定構造の代替として、トーション・バーＡ１０６と同様である
が同じではない２つのトーション・バーを使用することができ、一方は図Ａ１に示す位置
にあり、他方は振動板の反対側に取り付けられている。トーション・バーＡ１０６は回転
軸に垂直な並進力に関して剛性を提供するようには設計されていないため、２つのトーシ
ョン・バーを修正することができる。フレキシブル・タブＡ４０１は、低減又は除去され
る必要があり、好ましくは、トーション・バーの断面がより大きくなる。この二重のトー
ション・バー固定構造は、リガメント・タイプの固定構造よりも簡単で安価に製造するこ
とができるが、基本振動板共振周波数及び振動板の可動域も同様に制限する可能性がある
。
【１２５０】
　フレキシブルばねを用いたこのような固定構造では、ばねが疲労に強いことが好ましい
。例えば、スチール又はチタンのような金属が適切である。
【１２５１】
　接触部材に対するヒンジ要素の位置決めを提供するために、エラストマーの軟質のフレ
キシブル・ブロック又は磁気センタリングのような他のタイプの固定構造を使用すること
ができる。
【１２５２】
　図Ａ３ａ及び図Ａ３ｆ～ｉを参照すると、ヒンジ組立体Ａ３０１は、接触バーＡ１０５
に対してピボット・シャフトＡ１１１を配置するのを助けるために、固定構造をさらに含
む。固定構造は、シャフトの各端部に隣接する各ヒンジ接続部における一対のリガメント
Ａ３０６及びＡ３０７から構成される。各ヒンジ接続部について、第１のリガメントＡ３
０６が（接触部材に対向する）シャフトの平面の一方の側で第１のリガメント・ピンＡ３
０８を包み込み、第２のリガメントＡ３０７が第２のリガメント・ピンＡ３１０を包み込
み、第２のリガメントはシャフトＡ１１１の平面の反対側に配置されている。各リガメン
ト・ピンＡ３０８、Ａ３１０は、振動板組立体のシャフトＡ１１１とスペーサＡ１１０の
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両方に堅固に取り付けられている。これは、任意の適切な機構を介して、例えばエポキシ
接着剤などの接着剤を介して、行うことができる。各リガメントＡ２０６、Ａ３０７は、
リガメント・ピンを包み込み、ピボット・シャフトＡ１１１を越えてその下に置き、接触
部材の反対側に設け、その長さに沿ってピボット・シャフトＡ１１１及び接触部材Ａ１０
５に固定した材料の細長いストランドを含み、これにより２つの構成要素を一緒に固定す
る。
【１２５３】
　例えば、図Ａ３ｆを参照すると、リガメントＡ３０７は、ピンＡ３１０の周りをループ
し、シャフトＡ１１１の側部の周りを通過するときに位置Ａ３０７－１で交差する。リガ
メントＡ３０７は、傾斜した平坦な表面Ａ３０７－２に沿って延在し、好ましくは接着剤
、例えばエポキシ接着剤を用いてシャフトＡ１１１に取り付けられる。しかし、接着剤が
位置Ａ３０７－３の小さな半径に近づくのを防ぐために注意が払われる。これは、位置Ａ
３０７－３に近い平面Ａ３０７－２の長さの約半分に接着剤がないことを意味する。これ
により、リガメントＡ３０７は、位置Ａ３０７－３において突状の曲面Ａ３１１の周りを
通過するときにできるだけ平坦になり、低い基本周波数（Ｗｎ）を容易にする。次いで、
リガメントＡ３０７は、接触ブロックＡ１０５ａのリガメント・ピンＡ３１０と反対側の
位置Ａ３０７－５のコーナー／縁部に空気を通す。位置Ａ３０７－３の半径の領域の下に
は、接触バーＡ１０５の接触ブロックＡ１０５ａに窪んだ小さなクリアランスＡ３０９が
ある。この窪み部Ａ３０９は、シャフトＡ１１１がリガメントＡ３０６、Ａ３０７をつぶ
すのを防止するが、その理由は、これが時間とともにリガメントを壊す可能性があるから
であり、また、窪み部Ａ３０９は、シャフトが接触領域Ａ１１２で接触バーＡ１０５に直
接接触するのをリガメントが制限することも防止する。リガメントＡ３０７は、ブロック
のコーナー／縁部Ａ３０７－５の周りを通過し、次いでブロック及び本体に沿って接触バ
ーＡ１０５に形成されたスロットＡ３０４内を通過する。リガメントは、好ましくは、接
着剤、例えばエポキシ接着剤を用いて領域Ａ３０７－６に沿って接触バーに取り付けられ
る。次いで、リガメントは、位置Ａ３０７－７において接触バーＡ１０５の本体の下を通
り、本体の接触ブロックＡ１０５ａと反対側のチャネルＡ３０５に進み、ここで例えばエ
ポキシ接着剤の接着剤を用いて再び接触バーに取り付けられる。リガメントＡ３０６は、
方向が反対向きであることを除いて、リガメントＡ３０７と同様の経路をたどる。それは
、リガメント・ピンＡ３０８をループすることから始まり、ループは位置Ａ３０６－２に
おいて１つのリガメントに結合し、図Ａ３ｉに示すように位置Ａ３０６－２、Ａ３０６－
３、Ａ３０６－４、Ａ３０６－５、Ａ３０６－６及びＡ３０６－７を介して経路をたどる
。リガメント・ピンＡ３０８及びリガメントＡ３０６の両方は、リガメント・ピンＡ３１
０及びリガメントＡ３０７に従って連結される。位置Ａ３０６－４におけるリガメントＡ
３０６の方向は、位置Ａ３０７－４におけるリガメントＡ３０７と実質的に平行な方向で
ある。２つのリガメントはこの領域で重なり合っていてもよい。
【１２５４】
　振動板の可動域の全ての時間及び全ての角度において、リガメントは、シャフトＡ１１
１と接触している接触バーＡ１０５の接触面Ａ１０５ｃと実質的に同一直線上にとどまっ
ている。これらの特徴の両方によれば、許容回転振動板作用に関してシャフトＡ１１１の
制約が最小限になることを可能にし、それにより低基本周波数（Ｗｎ）を容易にする。
【１２５５】
　全てのリガメントは、接着剤が接着領域に適用される前に、この場合は約８０ｇの小さ
な引張負荷の元に置かれ、さもなければ振動板の不正確な位置決めをもたらす可能性のあ
るたるみを最小にするのに役立つ。
【１２５６】
　ピボット軸
　シャフトＡ１１１は、その場で磁場を受け、シャフトＡ１１１が接触領域Ａ１１２にお
いて接触部材及び／又はトランスデューサ・ベース構造Ａ１１５に対して揺動できるよう
に固定される。磁場は、シャフトＡ１１１をトランスデューサ・ベース構造Ａ１１５に保
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持する付勢力を加えるという利益を提供する。
【１２５７】
　全てではないが、一部では、この磁力は問題を生じさせる可能性がある。磁場は、１）
不安定な平衡を作り、それによって振動板が極端な可動域角度まで動こうとするか、又は
２）振動板を平衡角に保持するセンタリング力をかけることによって動作中に振動板の基
本周波数を上昇させるという２つの方法でシャフトを回転させることができる。
【１２５８】
　磁場によってシャフトに加えられるトルクを支配する２つの要因は、１）一方又は他方
のポールピースに向かうシャフトの正味の動きが、一般に、潜在的なエネルギーを放出す
るので、これが可能であれば、磁場によってこの方向に及ぼされる力が存在し得ること、
及び、２）磁場が、シャフトを通って一方のポールピースから他方のポールピースに移動
する磁束を最大にする角度にシャフトを位置決めしようとすることである。したがって磁
場は、最も幅の広い部分があると仮定して断面プロファイルにおけるシャフトの最も広い
部分が整列されてポールピースの間の隙間に亘る角度までシャフトを回転しようとする。
【１２５９】
　接触領域Ａ１１２におけるシャフトＡ１１１の表面の曲率半径、及び力の付勢が加えら
れる正味の位置に対する曲面の位置は、単純なジオメトリを考慮するとシャフトＡ１１１
にトルクを加え得る。磁力線の方向及び強さも平衡に影響する。
【１２６０】
　高性能トランスデューサの目的は、低い基本周波数（Ｗｎ）が達成されるようにこれら
の全ての要因の間のバランスをうまくとることである。
【１２６１】
　実施例Ａの実例では、トランスデューサの磁場に関連する上記の問題点は、以下のよう
にして実質的に緩和される。第一に、シャフトＡ１１１は主として円筒形である。シャフ
トＡ１１１は、前述のように２つの大きな窪み部Ａ２０２を有しているが、これらの窪み
部は、接触点Ａ１１２及びセンタリングリガメントＡ３０６及びＡ３０７が位置する領域
に位置しており（始めから終わりまでシャフトが単純な環状断面ではないことを意味する
）、両方の窪み部は、シャフトＡ１１１のバルク又は全体的なプロファイル／形状を大き
く変えないように、依然として比較的小さい。また、窪み部は、湾曲した接触面がシャフ
トＡ１１１の中心長手軸に近接して及び／又は実質的に整列して位置するような形状／サ
イズである。シャフトＡ１１１の円筒形状の中心長手軸に近い接触領域Ａ１１２によって
規定されるような近似回転軸Ａ１１４を位置決めすることによって、シャフトＡ１１１の
本体は、回転中に外側ポールピースＡ１０３、Ａ１０４のいずれかに近づくことはほとん
どない。
【１２６２】
　例えば、動作中に振動板組立体が回転した場合、又はリガメント３０６又は３０７が不
正確に設置され又は伸張した場合には、シャフトＡ１１１の本体は、わずかに一方又は他
のポールピースに向かって並進する可能性があり、この場合、不安定な平衡が生じる可能
性がある。これに対抗するために、シャフトＡ１１１は、対向する端部Ａ２０３上の平坦
な表面と、接触部材Ａ１０５に直接隣接して構成されたシャフトの中央セクションＡ２０
１とを含む。シャフトＡ１１１が振動板本体Ａ２０８に接触する面全体に対してさらに平
坦な面が形成される。これにより、わずかに楕円形の断面プロファイルが形成される。楕
円形プロファイルの主軸は、ある程度、２つの外側ポールピースＡ１０３とＡ１０４の間
に延びる磁力線と整列しようとするが、これは低／中立の正味トルクを提供する不安定性
を打ち消す。
【１２６３】
　また、接触領域Ａ１１２におけるシャフトＡ１１１の接触面Ａ３１１の曲率半径は、本
明細書の設計原理及び考察セクションでより詳細に説明されるように、比較的小さく、（
半径がより大きい場合にはより良い）並進剛性と、（半径がより小さい場合にはより良い
）低基本振動板共振周波数及び低ノイズ発生との相反する要件のバランスをとるように選
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択される。相対的に小さい半径はまた、ヒンジ要素が接触部材に対して転動するときに不
安定な平衡を引き起こす可能性があるポールピースに向かう並進を最小にする。
【１２６４】
　記載された実施例Ａの接触部分及び磁気構造のジオメトリを調節することによって、振
動板組立体を平衡又は不安定平衡の状態に置くことができ、それにより、これらの状態の
いずれかに振動板組立体を保持する磁力が小さくなる。これが達成されると、振動板組立
体をその休止位置にセンタリングする別のより簡単な制御方法を使用して、小さな力に打
ち勝つとともに依然として低い基本周波数を提供することができる。
【１２６５】
　復元機構
　動作中、ヒンジ要素／シャフトＡ１１１は、好ましくは中央中立回転位置の両側に位置
する２つの最大回転位置の間で接触部材／バーＡ１０５に対して旋回するように構成され
る。この実施例では、ヒンジ・システムは、振動板に励起力が加えられていないときに、
その基本共振モードに関して、ヒンジ及び振動板組立体を所望の中立又は平衡回転位置に
復元するための復元機構をさらに備える。復元機構を使用することにより、バス・ロール
オフ周波数応答をトランスデューサの振動板可動域能力に適合させ、バスの応答を最適化
して可動域能力を最大限に活用することができる。
【１２６６】
　復帰機構は、振動板組立体を中立回転位置に向けて付勢する任意の形態の弾性手段を備
えていてもよい。この実施例では、トーション・バーが復元／センタリング機構として利
用される。他の形態では、復元機構は、回転軸に近接して配置された軟質プラスチック材
料（例えば、シリコーン又はゴム）などの追従性のあるフレキシブル要素を含む。実施例
Ｅに関連して本明細書に記載されるような他の形態では、復元機構及び力の一部又は全部
が、接触面のジオメトリを通じて、付勢機構によって加えられる付勢力の位置、方向及び
強度に従ってヒンジ接続部内に提供される。同じ又は代替の形態では、復元／センタリン
グ機構及び力のかなりの部分が磁気構造によって提供される。
【１２６７】
　上述したように、図Ａ１に示す実施例Ａのトランスデューサは、（図Ａ１ａに示すよう
に）トーション・バーＡ１０６の形態の振動板復元及び／又はセンタリング機構を備える
。トーション・バーＡ１０６は、振動板組立体Ａ１０１とトランスデューサ・ベース構造
Ａ１１５との間に連結され、振動板を中立回転位置に復元する。
【１２６８】
　ばねのような弾性部材、又はこの場合にはトーション・バーＡ１０６は、使用するのに
容易で直線的で信頼できる機構である。トーション・バーはまた、振動板組立体Ａ１０１
を回転軸Ａ１１４に平行な並進方向に位置決めする第２の目的を果たし、その結果、振動
板組立体Ａ１０１の可動部分は、振動板組立体Ａ１０１の周長の周りをその場で及び動作
中に延在することができるトランスデューサ・ベース構造Ａ１１５又は（図Ａ６に示すよ
うに）トランスデューサ・ハウジングＡ６０１に触れて擦れない。さらに、トーション・
バーは、コイル巻線Ａ１０９につながるワイヤを支持し、それらが共振することによって
オーディオ再生の品質に悪影響を与えるのを防止する。
【１２６９】
　図４Ａは、実施例Ａにおいて使用されるトーション・バーＡ１０６の構造を詳細に示し
ている。トーション・バーは、金属又は弾性のあるプラスチック材料などの任意の適切な
弾性材料から形成することができる。この実例では、トーション・バーは、例えば０．０
５ｍｍなどの比較的薄い厚さの折り畳まれたチタン箔である。トーション・バーの形状は
、トランスデューサＦＲＯ内の有害な共振が最小限又はなくなるように十分に剛性であり
、また、基本振動板共振周波数（Ｗｎ）が低くなるようにねじれが十分にフレキシブルで
もある。
【１２７０】
　使用される材料は、好ましくは、（低い基本周波数及び高い可動域を促進するのを助け
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るために）比較的低いヤング率、適度に高い特定のヤング率（すなわち、低いヤング率に
もかかわらず内部共振を緩和するような低密度）、高い降伏強度を含み、及び／又は好ま
しくは、多くの動作サイクルにわたりクリープ又は疲労を著しく被らない。チタンのよう
な非磁性材料もまた、磁気組立体への引力に起因する問題を防止又は緩和するのに有用で
あり得る。他の材料も適しており、例えば４０２グレードのステンレス鋼で十分なことも
ある。
【１２７１】
　トーション・バーは、中心長手方向屈曲セクション／領域Ａ４０２を有する長手方向本
体を含む。この領域は、（図Ａ４ｄにクロスハッチングで示すように）一貫した断面を有
することが好ましい。このセクションＡ４０２は、バーの長さを伸ばすチャネルを形成す
る実質的に曲がった又は湾曲した壁を含む。セクションＡ４０２の壁は、約９０度に曲げ
られている。領域Ａ４０２は（図Ａ４ｂの側面図に見られるように）長く、側面プロファ
イルでは薄肉であるため、ねじれに適合的である。セクションＡ４０２はまた、セクショ
ンＡ４０２に垂直な力に応じた曲げに対して実質的に剛性／堅固であることが好ましい。
これは、セクションＡ４０２を、箔の厚さに対してかなり大きな高さ及び幅の寸法を有す
るように形成することによって達成される。このジオメトリは、このような長いスパンに
わたって共振を軽減又は防止するために重要である。
【１２７２】
　トーション・バーは、中央屈曲領域Ａ４０２の両端部に、拡幅された比較的幅広の翼状
セクションＡ４０１をさらに備える。中央屈曲領域Ａ４０２は、領域Ａ４０４において又
はトーション・バーの両端部に隣接して、翼状セクションに移行するように広がる。この
領域Ａ４０４での広がりは、時間がたつにつれて疲労する可能性のある応力集中部の作製
を避け、幅広の平らな翼状ばねセクションＡ４０１にスムーズに移行するために、好まし
くは（排他的ではないが）図示のように湾曲したテーパを用いて徐々にテーパ状になり、
階段状ではない。テーパは、他の構成では直線的であってもよく、及び／又は応力集中部
が作製されるリスクを低減するために一連のステップで作製されてもよいことが理解され
るであろう。トーション・バーＡ１０６の各端部Ａ４０１は、翼部を形成する一対の分離
タブＡ４０１を含む。各翼状セクションＡ４０１について、各タブは、中央屈曲セクショ
ンＡ４０２の折り畳まれた壁の一方の側から延び、反対側のタブに向かって曲げられた折
り畳まれた壁を含む。この実施例では、タブの対向する壁は間隔をあけてあり、連結され
ておらず、これらの間にチャネルを形成する。これらの翼部Ａ４０１は、接触バーＡ１０
５の本体の一端から延びる（図Ａ３ａに示されている）横方向端部タブＡ３０３への効果
的な取り付け、及び振動板組立体のコイル巻線Ａ１０９の短辺Ａ２０５への効果的な取り
付けのために十分に大きな表面積を提供する。
【１２７３】
　その場で、トーション・バーは、本体の一方の側から長手方向に延び、端部に横方向に
突出するタブＡ３０３を有する接触部材Ａ１０５の本体のアームＡ３１２上に位置するよ
うに構成される。アームＡ３１２の窪み部は、その中にトーション・バーの翼状セクショ
ンＡ４０１を保持するために、タブに隣接して配置される。アームＡ３１２とピボット・
シャフトＡ１１１との間の他の窪み部は、トーション・バーの他の翼部Ａ４０１を保持し
、中央セクションＡ４０２はアームＡ３１２上に配置される。一方の翼部は、タブＡ３０
３に堅固に結合され、他方の端部は、コイル巻線の側部Ａ１０９などの振動板組立体に堅
固に結合される。任意の適切な固定機構を、例えば適切な接着剤を介して使用することが
できる。
【１２７４】
　トーション・バーＡ１０６に関して、４つの曲げ位置Ａ４０３における（実質的に平面
で薄い）端部タブ壁の曲げ部は、トーション・バーＡ１０６の屈曲領域Ａ４０２がねじれ
るとトーション・バーの端部を斜めにする傾向があるから、ユニバーサル接続部と同様の
ある程度の回転適応性を導入する。この追従性が提供されない場合、これは、組立体の基
本周波数（Ｗｎ）を増加させるねじれに対して屈曲領域Ａ４０２を抑制する効果を有する
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。また、ねじれ力は、トーション・バーの端部を固定する接着剤又は他の機構を破壊する
ように作用し得る。好ましくは、端部翼状セクションの１つ、又はより好ましくは両方が
、中間セクションの長さに垂直な方向に、回転適応性を組み込む。好ましくは、並進及び
回転の適応性は、その平面がトーション・バーの主軸に対して実質的に垂直に配向された
トーション・バーの一方又は両方の端部にある１つ又は複数の板ばね／端部タブ壁によっ
て提供される。好ましくは、両方の端部翼状セクションは、トーション・バーの主軸に垂
直な方向の並進に関して比較的非適合的である。
【１２７５】
　好ましくは、セクションの少なくとも１つの端部は、トーション・バーの主軸の方向に
並進追従性を提供する。４つの曲げ位置Ａ４０３における端部タブ壁の曲げ部は、トーシ
ョン・バーの長手方向軸に沿ったわずかな並進追従性も導入して、動作中にねじれを受け
るトーション・バーＡ１０６の屈曲部分Ａ４０２が短くなることによって接触領域Ａ１１
２が回転軸Ａ１１４に沿って摺動しないようにするのに役立つ。また、落下などの衝撃シ
ナリオでは、４つの曲げ位置Ａ４０３での曲げ部は、トーション・バーがその連結部から
トランスデューサ・ベース構造Ａ１０５及び振動板組立体Ａ１０１へとはぎ取られないよ
うにするのにも役立つ。
【１２７６】
　図Ａ４に示されるトーション・バーの設計は、トランスデューサのＦＲＯ内で実質的に
共振がない。
【１２７７】
　好ましくは、復元力を与える機構は、力対変位の関係（変位した距離又は回転した角度
のいずれかで測定された変位）に関して実質的に線形である。機構がフックの法則に実質
的に従うならば、これは、オーディオ信号がより正確に再生されることを意味する。
好ましくは、モータ・コイルに接続する導線は、トーション・バーの中間セクションの表
面に取り付けられる。好ましくは、ワイヤは、トーション・バーと平行に走り、トーショ
ン・バーがトランスデューサの通常動作中にその周りを回転する軸の近くに取り付けられ
る。
【１２７８】
　付勢機構のバリエーション
　実施例Ｅに関して説明したように、機械的付勢機構は、付勢機構の目的に関して利益を
提供し、好ましくは実質的な追従性が加えられた１つ又は複数のヒンジ接続部に実質的な
力を提供し、１つ又は複数のヒンジ要素を１つ又は複数の接触部材に付勢する一方、各対
のヒンジ要素と接触部材との間で実質的に自由な回転運動を可能にする。
【１２７９】
　機械的付勢機構には多くのタイプと構成がある。１つの形態では、付勢機構は、ヒンジ
要素を接触面に向けて付勢する又は追い立てる弾性要素、部品又は構成要素を含む。弾性
要素は、実施例Ｅで説明したように振動板を接触面に向かって付勢する又は追い立てるた
めにヒンジ要素の各端部に配置されたばね部材のような予め張力がかけられた弾性部材、
又はシリコンゴムなどのヤング率の低いエラストマー、又は天然ゴム、又は張力（例えば
、伸張したラテックスゴムバンド）又は圧縮（例えばゴムの潰れたブロック）のいずれか
で使用するように構成された粘弾性ウレタンポリマー（登録商標）であってもよい。ニー
ドルばね、ねじりばね、コイル圧縮ばね、及びコイル張力ばねを含む他の種類のばねも効
果的であり得る。これらのばねは、好ましくは、スチール又はチタンのような降伏応力が
高い材料から作られる。
【１２８０】
　他の構成では、付勢機構は、一端がトランスデューサ・ベース構造に取り付けられた（
撓んだ状態の）金属製の板ばねを含み、他端はリガメントを構成する中間構成要素の一端
に連結され、リガメントの他端は振動板組立体に連絡される。このような構成では、Ｖｅ
ｃｔｒａｎ（商標）などの液晶ポリマー繊維又はＳｐｅｃｔｒａ（商標）などの超高分子
量ポリエチレン繊維のような（例えば１０ＧＰａより高い）高引張弾性率の複数のストラ
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ンド・リガメントを使用することが好ましい。いくつかの構成では、付勢機構は、ヒンジ
要素に接触するか、又はヒンジ要素に堅固に連結された第１の磁気要素と、第２の磁気要
素とを含み、第１及び第２の磁気要素間の磁気力は、使用中のヒンジ要素と接触面との間
の一貫した物理的接触を維持するように、ヒンジ要素を接触面に向けて付勢する又は追い
立てる。第１の磁気要素は、強磁性流体であってもよい。第１の磁気要素は、振動板本体
の端部近くに配置された強磁性流体であってもよい。第２の磁気要素は、永久磁石又は電
磁石であってもよい。代替的に、第２の磁気要素は、接触部材の接触面に結合されるか又
は埋め込まれる強磁性スチール部品であってもよい。好ましくは、接触部材は、第１の磁
気要素と第２の磁気要素との間に配置される。
【１２８１】
　当業者には、本明細書に概説された原理と一致する等価又は類似の機能を果たすことが
できる付勢機構の他の可能な構成の広範な範囲が明らかであるはずである。
【１２８２】
　上述したように、付勢機構は、ヒンジ要素と接触部材との間に付勢力を加えるときにあ
る程度の追従性を提供する。一方、ヒンジ要素を振動板組立体に連結する構造は、剛性で
非適合的であることが好ましい。このため、付勢機構は、ヒンジ要素を振動板組立体に連
結する構造又は機構とは別々又は少なくとも別々に作動する構造であることが好ましい。
付勢機構は、ヒンジ要素を振動板組立体に連結する構造又は機構とは別々に作動すること
ができるが、ヒンジ要素を振動板組立体に連結する構造又は機構と依然として一体である
ことに留意されたい。これは、例えば、実施例Ｓのオーディオ・トランスデューサのヒン
ジ・システムに関してさらに説明される。したがって、本発明の範囲から逸脱することな
く、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに関連して上述したヒンジ・システムの付
勢機構を、これらの変形例のいずれか１つに置き換えることができる。
【１２８３】
　振動板組立体
　上述のヒンジ・システムは、任意の形態の振動板組立体とともに利用することができる
が、本明細書のセクション２の構成Ｒ１～Ｒ１１の下に定義された振動板構造のいずれか
１つを組み込んだ振動板組立体が使用されることが好ましい。振動板組立体Ａ１０１は、
（例えばセクション２．２の構成Ｒ１～Ｒ４の振動板構造又はセクション２．３及び２．
４のＲ５～Ｒ９のオーディオ・トランスデューサ構成の振動板構造について定義されてい
るように）共振を制御するために剛性アプローチを用いる実質的に厚くて剛性の振動板を
含む。本発明によるヒンジ・システムは、振動板分割をもたらす接触面にわたる並進追従
性を最小化するという利益を有するので、そのようなヒンジ機構を剛性の振動板構造と組
み合わせることにより、しばしば利益の度合いを増す。
【１２８４】
　したがって、上述のヒンジ・システムは、例えば本発明の構成Ｒ１の振動板構造に関し
て説明したような剛性の振動板構造を有するオーディオ・トランスデューサに組み込まれ
ることが好ましい。このオーディオ・トランスデューサの実例の構成Ｒ１の振動板構造の
特徴及び態様は、本明細書のセクション２．２で詳細に説明されており、これは参照によ
り本明細書に組み込まれる。以下では簡潔にするために、この振動板構造の簡単な説明の
みを示す。
【１２８５】
　図Ａ１及び図Ａ２を参照すると、上記のデカップリング・システムを組み込んだオーデ
ィオ・トランスデューサは、サンドイッチ振動板構造を含む構成Ｒ１の振動板構造Ａ１０
１をさらに含む。この振動板構造Ａ１０１は、実質的に軽量のコア／振動板本体Ａ２０８
と、動作中に本体の面又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗するための振動板本体
の主面Ａ２１４／Ａ２１５の少なくとも１つに隣接して振動板本体に結合された外側垂直
応力補強材Ａ２０６／Ａ２０７と、から構成される。垂直応力補強材Ａ２０６／Ａ２０７
は、本体の外部で（図示の実例のように）少なくとも１つの主面Ａ２１４／Ａ２１５に結
合され、又は本体の内部で少なくとも１つの主面Ａ２１４／Ａ２１５に直接隣接して実質
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的に最も近くで、動作中に圧縮－引張応力に十分に抵抗する。垂直応力補強材は、作動中
に本体が受ける圧縮－引張応力に抵抗するために、振動板本体Ａ２０８の対向する主前面
及び後面Ａ２１４／Ａ２１５それぞれに設けられた補強部材Ａ２０６／Ａ２０７を含む。
【１２８６】
　振動板構造Ａ１０１は、コア内に埋め込まれ、動作中に本体が受けるせん断変形に抵抗
し及び／又は実質的に緩和するために、主面Ａ２１４／Ａ２１５の少なくとも１つに対し
てある角度で配向された少なくとも１つの内側補強部材Ａ２０９をさらに含む。内側補強
部材Ａ２０９は、好ましくは、１つ又は複数の外側垂直応力補強部材Ａ２０６／Ａ２０７
（好ましくは両側、すなわち各主面）に取り付けられる。内側補強部材は、動作中に本体
が受けるせん断変形に抵抗し及び／又は緩和するように作用する。好ましくは、振動板本
体のコア内に分布させた複数の内側補強部材Ａ２０９がある。
【１２８７】
　コアＡ２０８は、３次元で変化する相互接続された構造を含む材料から形成される。コ
ア材料は、発泡体又は規則正しい３次元格子構造材料であることが好ましい。コア材料は
、複合材料を含むことができる。好ましくは、コア材料は発泡ポリスチレン発泡体である
。
【１２８８】
　好ましくは、振動板本体の厚さは、ジオメトリが十分に堅牢であり、広い帯域幅にわた
って実質的に剛性の挙動を維持するために、その長さの１５％より大きい、又はより好ま
しくはその長さの２０％より大きい。これに代えて又はこれに加えて、振動板本体は最大
寸法（本体を横切る対角線長など）の１１％より大きい、又はより好ましくは１４％より
大きい最大厚さを含む。
【１２８９】
　いくつかの実施例では、この例示的なトランスデューサの振動板構造の内側応力補強材
が排除されてもよい。しかしながら、内側応力補強材があることが好ましい。この好まし
い構成では、内側補強材は振動板せん断変形に対処し、ヒンジ・システムは、そうでなけ
れば全振動板分割共振モードをもたらす可能性がある並進変位に対して大きな支持を提供
する。さらに、ヒンジ・システムは、高い振動板可動域及び低い基本振動板共振周波数を
提供する。
【１２９０】
　図Ａ２を参照すると、より厚い端部である振動板Ａ１０１の一端には力発生構成要素が
取り付けられている。力発生構成要素に結合された振動板構造Ａ１０１は振動板組立体を
形成する。この実施例では、コイル巻線Ａ１０９は、２つの長辺Ａ２０４と２つの短辺Ａ
２０５とからなる略長方形に巻かれている。コイル巻線は、エポキシ樹脂と一緒に保持さ
れたエナメル被覆銅線から作られる。これは、約２００ＧＰａのヤング率を有するプラス
チック強化炭素繊維から作られたスペーサＡ１１０の周囲に巻かれているが、エポキシ含
浸紙のような代替材料で十分である。スペーサは、オーディオ・トランスデューサ／振動
板組立体の組み立てられた状態において、振動板構造Ａ１０１のより厚い端部と相補的な
プロファイルであり、それにより振動板構造の厚い端部の周縁部の周りに又はこれに隣接
して延びている。スペーサＡ１１０は、ピボット・シャフトＡ１１１に取り付けられ／固
定結合されている。振動板本体Ａ２０８のベース／厚い端部に配置されたこれら３つの構
成要素の組み合わせは、実質的にコンパクトで堅牢なジオメトリを有する振動板組立体の
剛性振動板ベース構造を形成し、振動板組立体のより軽量なくさび部分が堅固に取り付け
られている固体の共振耐性のあるプラットフォームを作り出す。
【１２９１】
３．２．３　実施例Ｓ＆Ｔ
　次に、振動板構造をベース構造に枢動結合するためのヒンジ・システムを有し、本発明
の原理に従って設計された、本発明の回転動作オーディオ・トランスデューサの２つのさ
らなる実施例を説明する。特に、これらのヒンジ・システムに関連する付勢機構について
詳細に説明する。他の構成要素は、簡潔にするために詳細には説明しない。しかしながら
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、ベース構造、振動板組立体、及び励起機構を含むトランスデューサの残りの構成要素は
、上述のオーディオ・トランスデューサ構成のいずれか１つであってもよく、又は当業者
には明らかであるような異なる構成であってもよいことが理解されるであろう。言い換え
ると、実施例Ｓ又はＴのオーディオ・トランスデューサについて説明したヒンジ・システ
ムは、実施例Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔ、Ｗ、Ｘ及びＹに関して説明したオーディオ・
トランスデューサのいずれか１つに組み込むことができる。
【１２９２】
　以下の実施例は、上に概説した原理に従って設計された付勢機構を例示する。特に、以
下の実施例の付勢機構又は機構は、接触領域での接触面の平面における（相互の接触面の
転動ではなく摺動のような）並進変位を最小限に抑えるように、ヒンジ・システムのヒン
ジ要素を接触部材に押し付けて動作中に一貫した物理的接触を維持するように構成される
。さらに、付勢機構又は機構は、接触面に対して横方向にある程度の追従性を含み、必要
なときに動作中に表面間の摩擦接触力を相対的に減少させることができる。
【１２９３】
３．２．３ａ　背景
　転動又はピボット要素に基づくヒンジ接続部は、上で述べたように、回転動作スピーカ
において高い振動板可動域及び適度に低い追従性の可能性を提供する。
【１２９４】
　標準のボール軸受レース・ヒンジは、ほとんどの従来技術の回転動作オーディオ・トラ
ンスデューサで使用されるやや標準的な機構である。このヒンジの設計は、ボールの高い
回転抵抗及び／又はがたつきの影響を受けやすい。これらの問題は、磨耗、腐食、ほこり
などの異物の混入によって悪化する可能性がある。製造公差が大きく、その結果コストが
増加する。
【１２９５】
　部品が摩耗したり、製造中に部品が不正確になったり、温度が変動したりして、（一度
）接触面間に間隙ができた場合、振動板を拘束することができなくなることによって部品
のガタつき及び／又は分割周波数の出現を引き起こし得る。この機構は、１）軸受が（動
作中に部品が摩耗すると発生する可能性がある）ほこりに曝された場合、２）部品が製造
上不正確である場合、３）温度変動によって寸法が変化した場合、わずかに詰まる傾向も
ある。これらの問題は全て、望ましくないノイズを生成し、非線形応答を生成して音質を
低下させる可能性がある。
【１２９６】
　例えば、パーソナル・オーディオ・ヘッドホンやイヤホン・スピーカ・ドライバなどの
非常に小さな振動板で使用する場合、これらの種類の問題は、これらの種類の用途では低
基本周波数（Ｗｎ）の要望があり、小さく質量が低い振動板でこれを達成するための追加
の課題があり、対応する小さい製造公差が必要であるため、さらに問題になる。
【１２９７】
　いくつかの既存の転がり要素軸受（例えばボール軸受）は、適合的な方法で予負荷を加
える構造のばね要素を含む。多くの標準的な予負荷軸受タイプは、依然として利用するこ
とができるが、オーディオ・トランスデューサの用途にはあまり適していない。
【１２９８】
　図Ｖ１ａ～ｅを参照すると、適合的に適用された予負荷を組み込んだ標準的な従来技術
のボール軸受Ｖ１０１が示されている。軸受Ｖ１０１は、外側シェルＶ１０２を含み、そ
の内部に、環状外側レースＶ１０９と環状内側レースＶ１１０との間に収容され転動可能
な一連のボールＶ１１２をそれぞれ有する一対の軸受要素Ｖ１０６ａ及びＶ１０６ｂを収
容している。中心シャフトＶ１０３は軸受の環状内側レースＶ１１０を貫通する。この機
構は、一方の構成要素をシャフトに結合し、他方の構成要素をシェル／シースＶ１０２に
結合することによって、２つの構成要素間にヒンジを形成することができる。シェル／シ
ースＶ１０２と軸受の一方の外側レースＶ１０９ａとの間に位置するばね負荷ワッシャＶ
１０８ｂ及びＶ１０８ａを介して機構に予負荷が加えられる。ばね負荷ワッシャは、外側
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レースＶ１０９ａを外側シースＶ１０２に対して右側に摺動させ、外側レースＶ１０９ａ
のプロファイルが湾曲しているので、接触する転動体を軸受の中心軸に向けて押し付け、
これにより、右側の軸受レースＶ１０６ａに適合的に負荷を加える。また、左側Ｖ１０９
ｂの外側レースを左に向けて押し付ける反力側もあり、同様に、左側の軸受要素Ｖ１０６
ｂに適合的に負荷を加える。これは、左側の外側レースＶ１０６ｂがばねに隣接していな
いにもかかわらず起こることに留意されたい。
【１２９９】
　振動板及び力変換構成要素を軸受Ｖ１０１にマウントして回転動作振動板組立体を形成
する場合、これは、転がり要素の適合的な負荷が、低減され一貫性のある転がり抵抗をも
たらすという点で従来技術のオーディオ・トランスデューサに勝る利益を提供し、それ以
外はすべて等しく、場合によっては低歪みでより深いバスを促進し、例えば自己ノイズ発
生を低減することができる。本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、例えば
振動板組立体をベース構造にヒンジ結合するためのこのような軸受Ｖ１０１を含むことが
できる。
【１３００】
　しかしながら、軸受Ｖ１０１内の転がり要素Ｖ１１２ａの右側セットは、摺動すること
ができる外側レースＶ１０９ａと外側シースＶ１０２との間に堅固な接触がないので、ス
ピーカにおける高周波性能には最適ではない。それどころか、Ｖ１０９ａとＶ１０２との
間における（レースＶ１０９ａがシースＶ１０２に対して摺動することを可能にする）接
触を最小した小さな空気間隙Ｖ１１３がある。これは、負荷がシャフトＶ１０３から外側
シースＶ１０２に伝達される経路に不連続性が存在し、この不連続性によって、（付勢機
構ではなく）ヒンジ組立体に、事実上振動板構造又は組立体とヒンジ組立体のヒンジ要素
との間に、回転軸に垂直な迂回である並進的な望ましくない追従性が導入されることを意
味する。ヒンジ組立体におけるこの望ましくない追従性によって、動作中に振動板の分割
又は他の形態の共振が生じ得る。追従性の導入と同様に、この摺動接触はまた、がたつき
の可能性をもたらす。他方、例えば実施例Ａに関連して説明した本発明のヒンジ・システ
ムは、振動板組立体とヒンジ要素との間の追従性が比較的低いか又はゼロである。
【１３０１】
　不連続性の問題を解決する他の解決法は、２つ以上の軸受Ｖ１０１を使用することであ
り、例えば、１つはヒンジ作用振動板の片側の各端部に配置することができる。左側の軸
受要素Ｖ１０６ｂは非適合的な方法で並進負荷を通過させることができるので、このよう
な２つの軸受要素を使用すると、振動板の両側が非適合的に拘束され、これにより、望ま
しくない共振の可能性が低減される。追従性及び非追従性に関して明確にするために、全
体的な目標は、１つの軸の周りの回転に関して適合的であり、並進及び他の回転軸に関し
て非適合的であるヒンジ組立体を提供することであり、これは適合的な付勢機構と非適合
的な転がり接触との組み合わせを含むヒンジ・システムによって達成される。その一方で
、低減された一貫した転がり抵抗の利点が保持されるので、低周波数性能は、従来技術の
同等のスピーカと比較して改善される。
【１３０２】
　図Ｓ１－３及びＴ１－４は、がたつきを起こしにくく、摺動面及び／又は液体の要求を
取り除く、より単純で効果的な２つの解決手段を示している。これらの実施例は、本明細
書のセクション３．２．１に概説された設計の原理に従って開発された代替のヒンジ・シ
ステムを示す。
【１３０３】
３．２．３ｂ　実施例Ｓ
　図Ｓ１を参照すると、ヒンジ・システムを介して（図Ｓ３ａ～ｅに示される）トランス
デューサ・ベース構造Ｓ１０１に枢動可能に結合された（図Ｓ２ａ～ｅに示される）振動
板組立体Ｓ１０２を有する回転動作オーディオ・トランスデューサの代替の形態が示され
ている。振動板組立体Ｓ１０２は、本明細書のセクション２．２で定義された構成Ｒ１～
Ｒ４構造と同様の振動板構造を含む。さらに、トランスデューサ・ベース構造Ｓ１０１は
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、励起機構の磁場を規定する永久磁石Ｓ１１９及び外側ポールピースＳ１０３を備えた実
施例Ａのオーディオ・トランスデューサに応じた比較的厚いスクワット・ジオメトリを備
える。オーディオ・デバイスに実装された場合、振動板構造は、セクション２．３の構成
Ｒ５～Ｒ７のオーディオ・トランスデューサのいずれか１つについて定義されたようにデ
バイスの周囲構造と少なくとも部分的に、実質的に又はほぼ全体的に物理的に連結しない
外周部を有することができる。オーディオ・トランスデューサは、本明細書のセクション
４．２．１の実施例Ａのオーディオ・トランスデューサで説明したデカップリング・マウ
ンティング・システムを含むことができる。そうでなければ、セクション４．３で概説さ
れた原則にしたがって設計された任意の他のデカップリング・マウンティング・システム
を使用することができる。
【１３０４】
　この実施例のヒンジ・システムは、元の数の（典型的には８つ以上の）ボールの半分が
除去され、各サブ軸受／軸受要素に４つ以下のボールしか存在しないことを除いて、標準
的な転がり要素軸受（例えばボール軸受）構造に基づいている。好ましくは、プラスチッ
ク材料Ｓ１１８で作られたケージは、プラスチックの低質量と固有の減衰が、がたつきの
影響を受けにくいことを意味するので、円周方向のボール分離を維持するが、他のケージ
設計でも機能する。好ましくは、各軸受要素の外側レースＳ１１６は、この半径の転がり
要素における典型よりもプロファイルが薄い。外側レースＳ１１６は、好ましくは薄肉の
アルミニウム・チューブＳ１１２にプレスされ、また接着されることが好ましい。代わり
に、チューブＳ１１２は、任意の比較的剛性の材料から作られてもよく、例えば、炭素繊
維強化プラスチックも適している。締まり嵌め転がり要素Ｓ１１７が使用され、外側レー
スＳ１１６及びチューブＳ１１２は、標準的な転がり要素軸受に関連した詰まり及び他の
問題なしにこれらに適応するように適合変形する。
【１３０５】
　各軸受要素に転がり要素Ｓ１１７が少ないことは、図Ｓ１ｇに見られるように側面から
見た場合に、外側レース及びチューブの転がり要素Ｓ１１７間のスパン又は距離が、典型
的な転がり軸受の場合に比べて増加することを意味しており、これは、薄い外側レースＳ
１１６及びチューブＳ１１２と関連して、各軸受要素Ｓ１１７（この場合には、ヒンジ・
システム付勢機構の一部）の近傍の局部的な横方向の追従性が、典型的な転がり要素軸受
の典型的なものより大きいことを意味している。
【１３０６】
　外側レースＳ１１６及び各ボールのすぐ近くに局在するその支持チューブＳ１１２に固
有の横方向の追従性があるかもしれないが、ヒンジ・システムの全体の並進追従性（横追
従性以外）は、トランスデューサ・ベース構造Ｓ１０１と振動板組立体Ｓ１０２との間の
半径方向の負荷の伝達に関して低い。これは、ヒンジ・システムの全体的な追従性が、特
定のボールのすぐ近くの局部的な追従性／撓みにおける追従性に依存するのとは対照的に
、トランスデューサ・ベース構造に対するチューブの全体の追従性／撓みに依存するから
である。
【１３０７】
　これは、やはり、各ボールと外側レースと間の接触の局部的領域における横方向の並進
追従性のために、低減された一貫した転がり抵抗の利点が保持されることを意味し、さら
にまた、ベース構造Ｓ１０３に対する振動板Ｓ１０２全体の並進に関して全体的な並進追
従性は、特定のボールからの圧力に応じて外側レースが局部的に横方向に変形しても、振
動板全体の並進を促進する比例追従性が得られないから、比較的低い。ヒンジ機構におけ
るこの低い全体的な並進追従性は、望ましくない共振／振動板分割の影響を受けにくくす
るとともに高周波数拡張を促進する。
【１３０８】
　この場合、ヒンジにおける低減された及び／又はより一貫した回転摩擦の特性は、さも
なければ他の全てが同等である可能性があるものより大きい半径の軸受の使用を容易にす
る。これは、内側ポールピースを兼ね、広い帯域幅にわたって共振を起こさないように十
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分に厚い固定スチール・シャフトＳ１０４／Ｓ１１３を収容することができる大径中空シ
ャフトＳ１１２の支持を容易にする。この設計を変形することが可能であり、例えば、よ
り小さい直径の転がり要素軸受を使用する場合、回転摩擦を低減し、それによって低周波
数性能を改善する。
【１３０９】
　この設計ではまた、転がり要素Ｓ１１７の過度の拘束の可能性が排除され、いくつかの
ものには負荷か加わり、他のものには負荷が加わらず、これによって拘束を受けずにがた
つく可能性がある。
【１３１０】
　この実施例では、外側レースＳ１１６及び支持チューブＳ１１２を含む付勢機構、この
場合、トランスデューサ・ベース構造に対する振動板組立体の並進を支持する４つのボー
ルＳ１１７、外側レースＳ１１６及びチューブＳ１１２は、構造又は機構とは別個に動作
するが、同じ構造の一体部品である。付勢機構は、ヒンジ要素を振動板組立体に連結する
構造又は機構とは別個に作動することが可能であるが、ヒンジ要素を振動板組立体に連結
する構造又は機構と依然として一体であることに留意されたい。
【１３１１】
３．２．３ｃ　実施例Ｔ
　図Ｔ１ａ～ｈを参照すると、本発明の回転動作オーディオ・トランスデューサＴ１のさ
らなる実施例が示されており、これは、追従性付勢機構を組み込んだヒンジ・システムを
介して（図Ｔ３ａ～ｅに示す）トランスデューサ・ベース構造Ｔ１０１に回転可能に結合
された（図Ｔ２ａ～ｅに示す）振動板組立体Ｔ１０２を含む。振動板組立体Ｔ１０２は、
本明細書のセクション２．２で定義された構成Ｒ１～Ｒ４構造と同様の振動板構造を含む
。さらに、トランスデューサ・ベース構造Ｔ１０１は、励起機構の磁場を規定する永久磁
石Ｔ１１９及び外側ポールピースＴ１０３を有する実施例Ａのオーディオ・トランスデュ
ーサに応じた比較的厚いスクワット・ジオメトリを含む。オーディオ・デバイスに実装さ
れた場合、振動板構造は、セクション２．３の構成Ｒ５～Ｒ７のオーディオ・トランスデ
ューサのいずれか１つについて定義されたようにデバイスの周囲構造と少なくとも部分的
に、実質的に又はほぼ全体的に物理的に連結しない外周部を有することができる。オーデ
ィオ・トランスデューサは、本明細書のセクション４．２．１の実施例Ａのオーディオ・
トランスデューサで説明したデカップリング・マウンティング・システムを含むことがで
きる。そうでなければ、セクション４．３で概説された原則にしたがって設計された任意
の他のデカップリング・マウンティング・システムを使用することができる。
【１３１２】
　ヒンジ・システムは、外側レースＶ１０９ａとケーシングＶ１０２との間の問題のある
摺動接触を回避するように追従性が導入される図Ｖ１ａ～ｅの軸受の改作である。代わり
に、振動板組立体Ｔ１０２内に導入された追従性によって軸受予負荷が加えられ、この追
従性は、過度の振動板分割共振を生じさせないように導入される。この場合、振動板は、
２つの転がり要素軸受組立体Ｔ１１０ａ及びＴ１１０ｂによって支持される。追従性は、
転がり要素軸受組立体Ｔ１１０ｂに隣接して位置するリーフばねブッシュ構成要素Ｔ１２
２を構成する複数の板ばねＴ１２３に固有のものである。ばねＴ１２３は、それらの長さ
に沿って、すなわち半径方向に力を非適合的に伝達しながら、軸方向に沿って力を適合的
に伝達することができるように、回転軸Ｔ１２７に垂直な平面内に配向される。
【１３１３】
　実施例Ｖ及びＳと同様に、この場合板ばねＴ１２３を介して追従性が導入されることに
より、転がり抵抗が低減され、より一貫したものとなる。この場合、転がり要素Ｔ１１７
は、実施例Ｓに比べてコイルＴ１１１の半径に対して小さい半径に配置され、これにより
転がり抵抗がさらに低減され、低周波数の拡張が改善され、さらに同等のコイル半径の構
成について低周波数でのノイズ発生がさらに低減される。振動板全体は、板ばねを隣接さ
せていない他の転がり要素軸受組立体Ｔ１１０ａを介して軸方向変位に対して堅固に拘束
される。軸方向負荷は、振動板ベース・チューブＴ１１２に堅固に接着された場合に、図
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Ｔ１ｅに見られるようにこの目的のための三角形のプロファイルを形成する構成要素Ｔ１
２４を介して振動板に伝達される。
【１３１４】
３．２．５　実施例Ｋ
　図Ｋ１ｇ～Ｋ１ｊを参照すると、本発明のさらなる接触ヒンジ・システムの実施例が、
実施例Ｋのオーディオ・トランスデューサに関連して示されている。実施例Ｋのオーディ
オ・トランスデューサの他の特徴は、本明細書のセクション５．２．２に詳細に記載され
ている。以下は、この実施例に関連するヒンジ・システムの説明に過ぎない。
【１３１５】
　ヒンジ・システムは、本明細書のセクション３．２．１に記載されている設計原理及び
考察にしたがって構成された接触ヒンジ・システムである。ヒンジ・システムは、組立体
の両側に一対のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体を含む。各ヒンジ接続部は、接触面を
提供する接触部材と、接触面に当接して転動するように構成されたヒンジ要素とを含む。
各ヒンジ接続部は、ヒンジ要素が接触面との一貫した物理的接触を維持しながら接触部材
に対して移動することを可能にするように構成され、ヒンジ要素は接触面に向かって付勢
される。
【１３１６】
　ヒンジ・シャフトＫ１０８の形態のヒンジ要素は、一方の側でコネクタＫ１１７を介し
て振動板ベース・フレームＫ１０７に堅固に結合されている。反対側では、ヒンジ・シャ
フトＫ１０８は、接触部材Ｋ１３８に転動可能に又は枢動可能に結合されている。図Ｋ１
ｉに示すように、この実施例では、各接触部材は、窪み状に湾曲した接触面Ｋ１３７を含
み、シャフトＫ１０８の自由側が接触面Ｋ１３７に対して回転することを可能にする。窪
み状の表面Ｋ１３７は、シャフトＫ１０８の曲率半径よりも大きな曲率半径を有する。各
接触部材Ｋ１３８は、ベース構造組立体から振動板組立体に向かって横方向に延びるトラ
ンスデューサ・ベース構造組立体Ｋ１１８のベース構成要素Ｋ１０５のベース・ブロック
である。一対のベース・ブロックＫ１３８は、ベース構成要素Ｋ１０５の両側から延びて
シャフトＫ１０８の両端部に転動可能に又は枢動可能に結合され、それによって２つの別
個のヒンジ接続部を形成する。ベース・ブロックは、振動板構造のベース端部に形成され
た対応する窪み部内に延ばすことができる。接触ヒンジ接続部は、好ましくは、振動板構
造及びトランスデューサ・ベース構造の両方に密接に関連している。
【１３１７】
　図Ｋ１ｌ～Ｋ１ｍを参照すると、ヒンジ・シャフトＫ１０８は、ヒンジ・システムの付
勢機構によって、ベース・ブロックＫ１３８の接触面Ｋ１３７に対して弾性的及び／又は
適合的に適所に保持される。付勢機構は、圧縮ばねの形態の実質的に弾性の部材Ｋ１１０
と、接触ピンＫ１０９とを含む。ばねＫ１１０は、一端部がベース構造Ｋ１０５に堅固に
結合され、接触位置Ｋ１１６で反対側の端部が接触ピンＫ１０９と係合する。弾性接触ば
ねＫ１１０は、接触ピンＫ１０９に向かって付勢され、その場で少なくともわずかに圧縮
されて保持される。その場で、接触ピンＫ１０９は、コネクタＫ１１７を介して振動板ベ
ース・フレームＫ１０７に堅固に結合され、コネクタＫ１１７の対応する窪み状曲面に対
して固定的に接触部材Ｋ１３８の間に延在する。接触ピンＫ１０９及び対応する付勢ばね
Ｋ１１０は、好ましくは、ヒンジ接続部間の中心に配置される。この配置は、ベース・フ
レームＫ１０７、コネクタＫ１１７及びヒンジ・シャフトＫ１０８を含む振動板ベース構
造を、ヒンジ接続部の接触ベース・ブロックＫ１３８に対して適合的に引っ張る。このよ
うにして、シャフトＫ１０８は、２つの接触位置でベース・ブロックＫ１３８の湾曲面Ｋ
１３７に接触する。追従性及び／又は弾力性の程度は、本明細書のセクション３．２．２
に記載されている通りである。
【１３１８】
　ヒンジ・システムのジオメトリは、振動板組立体Ｋ１０１とトランスデューサ・ベース
構造Ｋ１１８との間の２つの接触位置Ｋ１３７、好ましくは接触ピンＫ１０９と接触ばね
Ｋ１１０との間の接触位置と一致するトランスデューサの（図Ｋ１ｂに示される）近似回
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転軸Ｋ１１９とともに設計される。この構成は、これらの構成要素によって発生する復元
力を最小にするのに役立ち、したがって、トランスデューサの基本共振Ｗｎを減少させる
のに役立つ。
【１３１９】
　いくつかの形態では、ヒンジ要素又は接触部材の一方は、外力が現れたとき又はオーデ
ィオ・トランスデューサに加わったときに、ヒンジ要素又は接触部材の他方が隆起部分又
は突起を越えて移動することを防止するように構成された１つ又は複数の隆起部分又は突
起を有する接触面を含む。用途に応じて、モータ・コイルのような潜在的に壊れやすい構
成要素への衝撃を防止するストッパを設けることも有用な場合がある。これらは、接触面
に作用するストッパから独立していてもよい。
【１３２０】
　この実施例では、ヒンジ要素Ｋ１０８は、図Ｋ１ｉのような回転軸に垂直な平面で見た
ときに突状の断面プロファイルと、実質的に窪み状の接触面Ｋ１３７を含むベース構成要
素Ｋ１０５Ｋのベース・ブロック突起である接触部材Ｋ１３８とを少なくとも部分的に含
む。この構成は、ヒンジ要素が接触面の中央の中立領域Ｋ１３７ａから遠ざかる方向に動
かされる状況において、ヒンジ機構の再センタリングに寄与する。中央領域の両側に位置
する接触面の窪み状に隆起した縁部領域Ｋ１３７ｂ又はＫ１３７ｃは、要素が意図された
位置を越えて移動するように強制された場合には、関連するヒンジ要素Ｋ１０８を中央領
域Ｋ１３７ａに向かって再配置する。この特徴は、記載されたジオメトリが、デバイスの
動作中に聞き取れるがたつき歪みをもたらす接触を場合によっては引き起こす可能性があ
る過度の滑りを防止するので、トランスデューサが突き当たり又は落下し、接触点Ｋ１１
４が滑るような小さな衝撃の場合に有利である。そのような構成は、実施例Ａ、Ｅ、Ｓ又
はＴのような本明細書に記載された他の接触ヒンジの実施例のいずれか１つに適用するこ
とができる。
【１３２１】
　通常動作の間に、回転軸に垂直な平面内の断面プロファイルで見たときに、ヒンジ要素
Ｋ１０８の突面が、突状半径が窪み状半径より大きい場所で窪み面Ｋ１３７に接触するこ
とができる場所がないことがこの構造の更なる改良として好ましい。この構成は、センタ
リングを引き起こすことなくおそらくは繰り返され得る表面間の衝突によって発生する継
続するがたつき歪みを実質的に防止する。代わりに、ヒンジ要素Ｋ１０８の突状半径より
大きな半径を有する接触面Ｋ１３７を有する実施例Ｋのように、センタリングは、接触面
における勾配によってのみ引き起こされ、これは、勾配上を摺動することによって生じる
歪みが必ずセンタリング位置の補正に関連し、それにより、継続する歪みの可能性を低減
することを意味する。そのような構成は、実施例Ａ、Ｅ、Ｓ又はＴのような本明細書に記
載された他の接触ヒンジの実施例のいずれか１つに適用することができる。
【１３２２】
３．２．５　実施例Ｅ
　概要
　図Ｅ１～Ｅ４を参照すると、本明細書で実施例Ｅと呼ばれる本発明のさらなるオーディ
オ・トランスデューサの実施例が示されており、これは、本明細書のセクション３．２．
１に記載されている原理に従って設計された接触ヒンジ・システムを介してトランスデュ
ーサ・ベース構造Ｅ１１８に回転可能に結合された振動板組立体Ｅ１０１を含む。要約す
ると、振動板組立体Ｅ１０１は、本明細書のセクション２．２で定義された構成Ｒ１～Ｒ
４の構造と同様の振動板構造を含む。さらに、トランスデューサ・ベース構造Ｅ１０２は
、励起機構の磁場を規定する永久磁石Ｅ１０２及び外側ポールピースＥ１０３及び内側ポ
ールピースＥ１１３を有する、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに応じた比較的
厚いスクワット・ジオメトリを含む。振動板構造に堅固に結合された１つ又は複数のコイ
ル巻線Ｅ１３０／１３１は、動作中に振動板組立体を動かすために磁場内に延ばす。図Ｅ
２に示すように、振動板構造は、セクション２．３の構成Ｒ５～Ｒ７のオーディオ・トラ
ンスデューサのいずれか１つについて定義されたトランスデューサの周囲構造Ｅ２０１～
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Ｅ２０４と少なくとも部分的に、実質的に、又はほぼ全体的に物理的に連結しない外周部
を有する。オーディオ・トランスデューサは、本明細書のセクション４．２．２で説明し
たデカップリング・マウンティング・システムを含むことができる。そうでなければ、セ
クション４．３で概説された原則に従って設計された他のデカップリング・マウンティン
グ・システムを使用することができる。
【１３２３】
　振動板ベース構造
　図Ｅ１ｈは、オーディオ・トランスデューサの断面を示し、コイル巻線の長辺Ｅ１３０
及びＥ１３１の断面は、回転軸Ｅ１１９を中心とする半径で湾曲し、張り出しているので
、振動板が回転する場合に、コイル巻線の長辺が外側ポールピースＥ１０３及びＥ１０４
と内側ポールピースＥ１１３との間の磁束間隙の領域を出始める前に変位角が利用可能で
ある。このようにして、駆動トルクの高い直線性が達成される。
【１３２４】
　図Ｅ３ａは、それ自体で、２つの側部アーク・コイル補強材Ｅ３０１と、２つの補強材
三角形Ｅ３０２と、振動板の幅を拡張する主ベース・プレートＥ３０３と、振動板の幅を
拡張する下側支柱・プレートＥ３０４と、振動板の幅を拡張する上側支柱・プレートＥ３
０５と、中間アーク・コイル補強材Ｅ３０６と、振動板の幅を拡張する下側ベース・プレ
ートＥ３０７とを含む振動板ベース・フレームＥ１０７を示している。
【１３２５】
　コイル巻線Ｅ１０６は、振動板ベース・フレームＥ１０７に取り付けられる。各コイル
巻線の短辺Ｅ１２９は、２つの側部アーク・コイル補強材Ｅ３０１のそれぞれに取り付け
られている。コイル巻線の長辺Ｅ１３０及びＥ１３１は、２つの側部アーク・コイル補強
材Ｅ３０１及び中間アーク・コイル補強材Ｅ３０６に取り付けられている。コイル巻線の
長辺Ｅ１３０は、上側支柱・プレートＥ３０５の縁部に取り付けられている。
【１３２６】
　振動板ベース・フレームＥ１０７の全ての領域である、コイル巻線Ｅ１０６に接着され
た側部アーク・コイル補強材Ｅ３０１、補強材三角形Ｅ３０２、主ベース・プレートＥ３
０３、下側支柱・プレートＥ３０４、上側支柱・プレートＥ３０５、中間アーク・コイル
補強材Ｅ３０６及び下側ベース・プレートＥ３０７の組み合わせは、実質的に剛性であり
ＦＲＯ内で共振しない振動板ベース構造を形成する。振動板ベース・フレームＥ１０７及
び巻線Ｅ１０６の質量は、振動板組立体Ｅ１０１のそれ以外の部分に比べて相対的に高い
が、質量が回転軸Ｅ１１９の近くに位置するため、回転慣性が低減される。
【１３２７】
　３つのコイル補強材Ｅ３０１及びＥ３０６はそれぞれ、回転軸に垂直な方向に延び、コ
イルＥ１３０の第１の長辺をコイルＥ１３１の第１の第２の長辺に接続するパネルを含む
。各側部アーク・コイル補強材Ｅ３０１は、コイルＥ１０６の各短辺Ｅ１２９に近接させ
、接触させて配置し、コイルＥ１３０の第１の長辺と第１の短辺Ｅ１２９との間のほぼ接
合部から、コイルＥ１３１の第２の長辺と第１の短辺との間のほぼ接合部まで延ばし、ま
た、振動板ベース・フレームの他の部分に向かって回転軸に垂直な方向に延ばす。これら
の振動板ベース・フレーム部分が（この実施例では１つの部品として焼結された）同じ材
料片で作られていない場合、はんだ付け、溶接、又はエポキシ樹脂又はシアノアクリレー
トのような接着剤を使用した接着のような適切で堅固な連結方法を使用し、接着すべき部
品間の妥当なサイズの接触領域の使用を確保するように注意しなければならない。
【１３２８】
　好ましくは、コイル補強パネルは、８ＧＰａよりも高い、又はより好ましくは２０ＧＰ
ａよりも高いヤング率を有する材料から作られる。
【１３２９】
　コイルの長辺Ｅ１３０及びＥ１３１は形成体に連結されておらず、その代わりに、コイ
ル補強材の間の領域にそれ自体を支持することができるように十分に厚い。形成体を使用
してもよい。
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【１３３０】
　接触ヒンジ組立体
　接触ヒンジ組立体は、振動板組立体Ｅ１０１に取り付けられたコイル巻線Ｅ１０６を通
って再生される電気オーディオ信号に応答して、トランスデューサ・ベース構造Ｅ１１８
に対して、振動板組立体Ｅ１０１が近似回転軸Ｅ１１９の周りを前後に回転することを容
易にする。
【１３３１】
　ヒンジ組立体は、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の両側に位置する一
対のヒンジ接続部を含む。各ヒンジ接続部は、ヒンジ要素及び接触部材を含む。振動板ベ
ース・フレームＥ１０７は、振動板ベース・フレームの両側に位置する２つの（断面で）
突状に湾曲した突起Ｅ１２５を有しており（そのうちの１つは、図Ｅ１ｇ及びＥ１ｉの断
面詳細図に示されている）、ヒンジ接続部のヒンジ要素を形成する。トランスデューサ・
ベース構造Ｅ１１８はベース・ブロックＥ１０５を含み、両側がヒンジ接続部の接触部材
を形成する。ベース・ブロックＥ１０５の各側部は、動作中に関連するヒンジ要素Ｅ１２
５を支えて転動する窪み状に湾曲する接触面Ｅ１１７を含む。別の実施例では、接触組立
体を逆にして、振動板側に窪み部を、トランスデューサ・ベース構造側に突状突起を設け
ることができる。
【１３３２】
　ヒンジ要素は、他の場合には振動板の分割共振が生じる可能性がある並進及び（所望の
回転モードを除く）回転変位に対して振動板を堅固に支持するために、十分に高い弾性率
を有する材料から形成される。
【１３３３】
　接触ベース・ブロックＥ１０５との接触領域において、各ヒンジ要素Ｅ１２５は、自由
運動及び低振動板基本共振周波数（Ｗｎ）を促進するのを助けるために、実施形態Ａに関
連して説明したように振動板本体の長さＥ１２６に対して実質的に小さい半径を有する表
面Ｅ１１４を含むが、この半径は、好ましくは、接触材料に撓みを生じさせ分割性能に影
響を及ぼすほど小さくない。
【１３３４】
　輸送中に、オーディオ・トランスデューサが衝撃を受けるか又は落下した場合、又はそ
の後に過度に（例えば、何百万回ものサイクル）使用されると、ヒンジ要素がベース・ブ
ロックの接触面の中央の座位からシフトする可能性がある。接触面は、ヒンジ要素が（例
えば、一回限りの衝撃事象のために）最適位置からあまりにも遠くにシフトすると、最終
的には、ヒンジ要素を適切な接触位置に戻すのに十分な勾配に達するように、接触領域か
らあらゆる方向に増加する勾配を含む。接触ブロックの接触面の側部はまた、傾斜の緩や
かな変化を含んでいるので、継続するがたつき歪みを生じさせ得る衝突の可能性はない。
ヒンジ要素のこのような滑りは、一回限りの珍しいことであり、トランスデューサの通常
動作の過程では発生しないことに留意されたい。
【１３３５】
　振動板は、ヒンジ組立体を介してトランスデューサ・ベース構造Ｅ１１８に対して近似
軸Ｅ１１９の周りを回転するように構成される。振動板本体Ｅ１２３の冠状面は、回転に
伴って大量の空気を移動させるように、理想的には回転軸Ｅ１１９から外側に延ばす。
【１３３６】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサとは異なり、実施例Ｅのオーディオ・トラン
スデューサは、振動板組立体Ｅ１０１に埋め込まれた強磁性材料を有しないので、磁石Ｅ
１０２及びポールピースは、ヒンジ要素と接触部材との間の接触を維持するために振動板
組立体又はヒンジ要素に付勢力を加えない。
【１３３７】
　この実施例のヒンジ組立体は、トランスデューサ・ベース構造Ｅ１１８内の接触部材Ｅ
１１７に対して振動板ベース・フレームＥ１０７にヒンジ要素を保持する弾性部材Ｅ１１
０を有する付勢機構を含む。弾性部材Ｅ１１０は、実質的に薄い本体から作られた細長い
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部材である。両弾性端部を連結する本体の中間部分は、任意の適切な方法によってベース
・ブロックＥ１０５に堅固に連結されているので曲がらない。弾性付勢部材Ｅ１１０の両
端部はそれぞれ、ベース・フレームの突出部／ヒンジ要素に向かってベース・ブロックを
付勢するように、振動板ベース・フレームの両側部に結合されている。付勢部材は、動作
中にヒンジ接続部の接触面を一緒に保持するために一貫した付勢力を加えるが、動作中に
振動板組立体を回転軸の周りで回転させることができるように、また、（本明細書のセク
ション３．２．１及び３．２．２で説明されているようなほこり又は製造公差の存在に起
因するような）特定の環境においてそれらの間である程度の横方向の動きを可能にするた
めに、十分に追従性がある。
【１３３８】
　図Ｅ１ｉは、オーディオ・トランスデューサの一方の側の弾性付勢部材Ｅ１１０の長手
方向の断面を示す。付勢部材の各端部は、ベース・ブロックＥ１０５の側部から延び、（
中間セクションに対してほぼ直角に）曲げられて、振動板ベース・フレームＥ１０７の力
印加ピンＥ１０９を取り囲むまでオーディオ・トランスデューサの側部にほぼ平行に延び
る。付勢部材Ｅ１１０の各曲げ端部は、好ましくは、端部を側方に曲げることによって端
部をその位置から外れさせるのに十分な長さを有する。振動板組立体がトランスデューサ
・ベース構造Ｅ１１８ａとともに最初に組み立てられ、付勢部材Ｅ１１０の端部がベース
・フレームＥ１０７に引っ掛けられると、端部は適度に予め張力がかけられていなければ
ならないので、いったん定位置に引っ掛けられると、必要な接触力を提供する（その大き
さと理由はセクション３．２．１で概説されている）。
【１３３９】
　図Ｅ１ｅは、力印加ピンＥ１０９に引っ掛けられた弾性付勢部材Ｅ１１０の一端部の側
面図を示す。ほぼ正方形の穴が見える。力印加位置Ｅ１１６において力印加ピンＥ１０９
と接触する穴の縁部は実質的に平坦である。力が加えられる方向は、その平坦な縁部に実
質的に垂直であり、力印加ピンＥ１０９に向かっている。この方向は、各側の接触領域Ｅ
１１４においてヒンジ要素の突状曲面に接する平面に対して実質的に垂直になるように選
択された。このようにして、トランスデューサ・ベース構造Ｅ１１８に対して振動板組立
体の均衡を失わせるように作用する力の組み合わせが振動板組立体には加えられない。力
印加ピン位置Ｅ１１６は、回転軸Ｅ１１９と一致する。回転軸Ｅ１１９に対する２つの力
印加位置Ｅ１１６によって規定される軸の位置決めは、共振周波数（Ｗｎ）を減少させ、
振動板をその平衡位置に中心合わせするための復元力を提供する。例えば、力印加位置Ｅ
１１６によって規定される軸が、回転軸Ｅ１１９から振動板側（図Ｅ１ｅに関して左側）
にオフセットして配置される場合、振動板が回転するにつれて不安定になり、一方の側に
向かって急に動く。力印加位置Ｅ１１６によって規定された軸が回転軸Ｅ１１９からベー
ス構造側（図Ｅ１ｅに関して右側）にオフセットして配置される場合、力は振動板を平衡
静止位置に中心合わせするように作用する。
【１３４０】
　２つのヒンジ接続部突起／ヒンジ要素Ｅ１２５は、振動板本体幅Ｅ１２８に対して適度
の距離をおいて配置し、一方は振動板本体Ｅ１２４の矢状面の一方の側において振動板本
体の最大幅に近い間隔をあけ、他方の突起Ｅ１２５は他方の側において同様に間隔をあけ
る。接触ヒンジ接続部を適切に離間させることによって、組み合わせは、振動板の基本回
転モード（Ｗｎ）ではない振動板の回転モードに関して、振動板組立体Ｅ１０１に改善さ
れた剛性及び支持を提供することができる。このような２つの回転モードがあり、両方が
振動板の基本回転軸Ｅ１１９に対して実質的に垂直な回転軸を有し、両方が互いに実質的
に垂直である。これらは、このトランスデューサのコンピュータ・モデルの有限要素解析
を使用して識別することができ、この明細書内の実施例Ａで行った分析と同様である。
【１３４１】
　この実施例では、ヒンジ・システムの構成は、トランスデューサ・ベース構造に対して
ある角度で振動板組立体を吊り下げ、よりコンパクトなトランスデューサ組立体を提供す
る。言い換えれば、組み立てられた状態において、ベース構造の長手方向軸は、振動板組
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立体の中立位置／状態において、振動板組立体の長手方向軸に対してある角度に向けられ
ている。この角度は、好ましくは鈍角であるが、代替の構成では直角又は鋭角であっても
よい。
【１３４２】
　トランスデューサ・ベース構造
　トランスデューサ・ベース構造Ｅ１１８は、ベース・ブロックＥ１０５と、外側ポール
ピースＥ１０３及びＥ１０４と、磁石Ｅ１０２と、内側ポールピースＥ１１３とを含む。
これらのトランスデューサ・ベース構造部分は全て、エポキシ樹脂などの接着剤を介して
接着されるか、又は相互に堅固に連結される。磁石Ｅ１０２は、Ｎ極が外側ポールピース
Ｅ１０３に連結された面に位置し、Ｓ極が外側ポールピースＥ１０４に連結された面に位
置するように磁化される。これは、代替の実施例では逆であってもよい。
【１３４３】
　磁気回路は、磁石Ｅ１０２、外側ポールピースＥ１０３及びＥ１０４、及び２つの内側
ポールピースＥ１１３によって形成される。磁束は、外側ポールピースＥ１０３及びＥ１
０４と内側ポールピースＥ１１３との間の小さな空気間隙に集中する。外側ポールピース
Ｅ１０３と内側ポールピースＥ１１３との間の間隙における磁束の方向は、全体的に、ほ
ぼ回転軸Ｅ１１９に向かう。内側ポールピースＥ１１３と外側ポールピースＥ１０４との
間の間隙における磁束の方向は、全体的に、ほぼ回転軸Ｅ１１９から離れる。コイル巻線
Ｅ１０６は、エナメル被覆された銅線によってほぼ長方形の形状で巻かれ、上記のとおり
２つの長辺Ｅ１３０及びＥ１３１と、２つの短辺Ｅ１２９とを有する。長辺Ｅ１３０は、
外側ポールピースＥ１０３と内側ポールピースＥ１１３との間の小さな空気間隙内にほぼ
位置し、他方の長辺Ｅ１３１は、外側ポールピースＥ１０４と内側ポールピースＥ１１３
との間の小さな空気間隙内に位置する。動作中、電気オーディオ信号がコイル巻線を介し
て再生されると、コイル巻線の長辺Ｅ１３０及びＥ１３１の両方によって同じ方向にトル
クが加えられ、振動板組立体を振動させる。コイル巻線Ｅ１０６は、比較的剛性になり、
ＦＲＯを超えて望ましくない共振モードを押し上げるほど十分に厚く巻かれている（エポ
キシのような接着剤でともに接着されている）。コイル形成体を必要としない程度に厚い
ことが好ましく、これは、所与のコイル巻線の厚さ、並びにコイル巻線の長辺Ｅ１３０及
びＥ１３１とポールピースＥ１０３、Ｅ１０４及びＥ１１３との間の所与のクリアランス
間隙について、磁束間隙をより小さくする（磁束密度とオーディオ・トランスデューサの
効率を高める）ことができることを意味する。
【１３４４】
　振動板構造
　振動板組立体は、トランスデューサ・ベース構造Ｅ１１８に対して近似軸Ｅ１１９の周
りを回転するように構成される。振動板本体厚さＥ１２７は、振動板本体の長さに対して
かなり厚い。例えば、最大厚さは、長さの少なくとも１５％、又はより好ましくは長さの
少なくとも２０％である。この厚さは、剛性を改善した構造を提供し、共振モードを動作
範囲外に押し上げるのを助ける。振動板のジオメトリは、大部分は平面である。振動板本
体Ｅ１２３の冠状面は、回転に伴って大量の空気を移動させるように、理想的には回転軸
Ｅ１１９から外側に延ばす。それは図Ｅ４ｃに示すように約１５度の角度Ｅ４０２でテー
パ状になっており、回転慣性を大幅に低減し、効率及び分割性能を向上させる。好ましく
は、振動板本体は、振動板組立体Ｅ１０１の質量中心Ｅ４０１から離れてテーパ状になっ
ている。
【１３４５】
　振動板は、低密度コアＥ１２０のウェッジの間に、複数の角度のついた角度タブＥ１２
２に沿って積層された複数の内側補強部材Ｅ１２１を含む。これらの部品は、接着剤、例
えばエポキシ接着剤、合成ゴム系接着剤又はラテックス系接着剤を使用して取り付けられ
る。一旦接着されると、この（４つの角度タブＥ１２２の面を含む）くさび積層体のベー
ス面端部が主ベース・プレートＥ３０３に取り付けられる。複数の薄い平行な支柱Ｅ１１
２を含む垂直応力補強材は、本体の主面Ｅ１３２に、好ましくは複数の内側補強材Ｅ１２
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１と整列して取り付けられ、上側支柱・プレートＥ３０５に連結される。２つの対角線支
柱Ｅ１１１を含む付加的な垂直応力補強材は、本体の同じ主面Ｅ１３２を横切るように平
行支柱Ｅ１１２の上部全体にわたって交差構造で取り付けられ、また上側支柱・プレート
Ｅ３０５に連結される。本体の他方の主面Ｅ１３２には、支柱Ｅ１１１及びＥ１１２も、
下側ベース・プレートＥ３０７に連結されることを除いて同様の方法で取り付けられる。
支柱は、好ましくは、約９００ＧＰａのヤング率（マトリックス・バインダーなし）を有
する超高弾性率炭素繊維、例えばＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｄｉａｌｅｄから製造される。
これらの部品は、接着剤、例えばエポキシ接着剤を用いて互いに接着される。しかしなが
ら、他の連結方法も、他の実施例に関して先に説明したように想定される。
【１３４６】
　例えば、ＥＰＳ発泡体から製造された厚くて低密度のコアＥ１２０の外側に連結された
高弾性支柱Ｅ１１１及びＥ１１２の使用は、やはり支柱が提供することができる第２の面
積モーメントの利点を最大にする厚いジオメトリに起因して、振動板の剛性に関して有益
な複合構造を提供する。
【１３４７】
　動作中、振動板本体Ｅ１２０は、回転に伴って空気を移動させるので、はっきりと非多
孔性であることが要求される。ＥＰＳ発泡体は、適度に高い特定の弾性率と１６ｋｇ／ｍ
３の低密度のために好ましい材料である。ＥＰＳ材料の特性は、従来の回転動作のオーデ
ィオ・トランスデューサと比較して、振動板分割の改善を促進するのに役立つ。剛性性能
により、コアＥ１２０は、コアＥ１２０がなければＦＲＯ内の周波数で局部的な横方向の
共振を被るほど薄い可能性がある支柱Ｅ１１１及びＥ１１２に何らかの支持を提供するこ
とができる。積層された内側補強部材Ｅ１２１は、改善された振動板せん断剛性を提供す
る。各内側補強部材の面の向きは、好ましくは、振動板が移動する方向にほぼ平行であり
、振動板本体Ｅ１２４の矢状面にもほぼ平行である。内側補強部材Ｅ１２１が振動板本体
のせん断剛性を適切に補助するために、各内側補強部材の両側に配置された平行支柱Ｅ１
１２に対して適度に堅固な連結が行われることが好ましい。また、振動板のベース端部に
おいて、内側補強部材Ｅ１２１から主ベース・プレートＥ３０３への連結は堅固である必
要があり、この堅固さを補助するために、角度タブＥ１２２が使用される。各タブＥ１２
２は、各内側補強部材Ｅ１２１に連結するための大きな接着表面領域を有し、せん断力は
タブのコーナーの周りに伝達され、他方の側は主ベース・プレートＥ３０３に連結されて
いる他の大きな接着表面領域である。
【１３４８】
　振動板組立体ハウジング
　図Ｅ２は、振動板ハウジングにマウントされた実施例Ｅのオーディオ・トランスデュー
サを示し、周囲部Ｅ２０１、主グリルＥ２０２、２つの側部補強材Ｅ２０３及びセクショ
ン４．２．２で説明した分離の２つの３０４デカップリング・ピンＥ２０８を含む。
【１３４９】
　周囲部Ｅ２０１は、ベース・ブロックＥ１０５、外側ポールピースＥ１０３及び磁石Ｅ
１０２に取り付けられ、振動板構造の周辺部と周囲部Ｅ２０１の内壁との間に約０．１ｍ
ｍから１ｍｍの小さな空気間隙Ｅ２０６があるように組み立てられる。
【１３５０】
　断面図Ｅ２ｅは、周囲部Ｅ２０１が振動板の先端の小さな空気間隙Ｅ２０５に曲面を有
することを示している。この湾曲の半径の中心は、振動板が回転すると小さな空気間隙Ｅ
２０５が振動板の先端に維持されるように、オーディオ・トランスデューサの回転軸Ｅ１
１９にほぼ位置する。空気間隙Ｅ２０６及びＥ２０５は、通常運転中に存在する圧力差に
よって大量の空気が通過しないように十分に小さくすることが求められる。
【１３５１】
　周囲部Ｅ２０１は、障壁やバッフルとして機能する壁を有し、背面からの逆位相放射に
よる振動板の前面からの放射の打ち消しを低減する。用途に応じて、前方及び後方の音の
放射の打ち消しをさらに低減するために、トランスデューサ・ハウジング（又は他のバッ
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フル構成要素）が必要とされることに留意されたい。
【１３５２】
　主グリルＥ２０２及び２つの側部補強材Ｅ２０３は、接着剤（例えば、エポキシ接着剤
）などの適切な方法を用いて周囲部Ｅ２０１に取り付けられる。これらの振動板ハウジン
グ構成要素は全てトランスデューサ・ベース構造に堅固に取り付けられるので、ベース構
造組立体である結合された構造は、有害な共振モードがＦＲＯを超えるように十分に剛性
である。これを達成するために、結合された構造の全体的なジオメトリはコンパクトなス
クワット状であり、これは、他よりもかなり大きい寸法がないことを意味する。また、振
動板の周りに延びる振動板ハウジングの領域は、プラスチック製の周囲部Ｅ２０１の周り
に硬いケージを形成する主グリルＥ２０２及び側部補強材Ｅ２０３に組み込まれた三角形
のアルミニウム・支柱の使用によって補強される。三角形構造は、そうでない構造に比べ
て質量が小さく、剛性がそれほど低下しないので、三角形構造は一般に不利な共振に関し
てより良好に機能することを意味する。
【１３５３】
　振動板ハウジングはまた、落下又は衝突のような異常な場合を除いて、振動板組立体の
より壊れやすい部品への損傷の発生を防止する手段として振動板組立体と連結しないスト
ッパを組み込んでいる。振動板ベース・フレームＥ１０７の一部である円筒状のストッパ
・ブロックＥ１０８は、振動板組立体Ｅ１０１の両側に突出している。トランスデューサ
が振動板ハウジング内にマウントされた後、且つ振動板ハウジングと接触しているトラン
スデューサ・ベース構造の部分が、例えばエポキシのような接着剤を用いて連結された後
、２つのストッパ・リングＥ２０７が振動板ハウジングの周囲部Ｅ２０１の各側部に挿入
される。組立状態では、各ストッパ・リングＥ２０７と各ストッパ・ブロックＥ１０８と
の間に小さな隙間Ｅ２０９が存在する。これらの隙間Ｅ２０９の寸法は、振動板本体Ｅ１
２６の長さと、振動板Ｅ２０５、Ｅ２０６の周辺縁部の周りの隙間の寸法とに比べて小さ
いことが好ましい。これは、落下の場合には、ストッパ間隙が閉じ、ストッパ構成要素Ｅ
２０７及びＥ１０８が、振動板組立体Ｅ１０１の他の部分が何か他のもの、例えば振動板
ハウジングの周囲部Ｅ２０１に連結される前に連結されるようにすることである。各スト
ッパ・リングＥ２０７が一旦取り付けられると、プラスチック製の２つのプラグＥ２０４
が振動板ハウジングの各側の残りの穴に挿入される。これは、振動板の一方の側の正の音
圧の領域から振動板の他の側の負の音圧の領域への空気の流れの経路を妨げるのに役立つ
。ストッパ・リングＥ２０７及びプラグＥ２０４は、振動板ハウジングの周囲部Ｅ２０１
に及び互いにエポキシ等の接着剤を介して連結される。
【１３５４】
　他の構成では、実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサは、振動板ハウジングを含ま
ず、オーディオ・トランスデューサは、デカップリング・マウンティング・システムを介
してトランスデューサ・ハウジング内に収容される。
【１３５５】
３．３　フレキシブル・ヒンジ・システム
　従来技術のフレキシブル・ヒンジ設計はたびたび、低周波数性能を拡張するために振動
板の基本周波数（Ｗｎ）を減少させることと振動板の可動域を増加させることの妥協に悩
まされており、少なくとも一方向の並進の追従性を増加させる傾向があり、それによって
問題の振動板／ヒンジ相互共振モードの周波数を減少させ、これは、エネルギー貯蔵の最
小化が重要な設計目標である設計では、高周波性能を損なう。
【１３５６】
　例えばばね構成要素を含む薄肉部分又は要素などのフレキシブルで弾性のある部分又は
要素を含むヒンジ組立体は、ウォーターフォール／ＣＳＤプロットで測定されるような低
いエネルギー貯蔵特性を有するオーディオ・トランスデューサ設計を容易にする可能性を
有し、適切に設計されていれば、良好なオーディオ再生及び良好な容積可動域及び帯域幅
性能を促進する。
【１３５７】
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　好ましくは３つの直交軸に沿ったヒンジ組立体全体の並進追従性の低減は、高性能回転
動作オーディオ・トランスデューサの達成を助ける。
【１３５８】
　２つ以上のフレキシブルで弾性のある要素及び／又は部分を組み込んだ本発明の撓みヒ
ンジ・システムを、いくつかの実例を参照して詳細に説明する。要素及び／又は部分は、
単一の弾性構成要素の一部を形成してもよく、又は分離していてもよい。
【１３５９】
　実例は、振動板組立体と、トランスデューサ・ベース構造と、振動板組立体及びトラン
スデューサ・ベース構造の両方に堅固に連結された撓みヒンジ・システムと、を含むオー
ディオ・トランスデューサを参照して説明される。振動板組立体は、撓みヒンジ・システ
ムによって動作可能に支持され、動作中にベース構造に対する振動板の枢動を可能にする
。ヒンジ・システムは、単一の部材の部分であってもよい少なくとも２つの弾性ヒンジ要
素を含む。これらの要素は、分離していてもよいし、（一体的に又は分離して）結合して
いてもよい。両方の要素は、トランスデューサ・ベース構造及び振動板組立体に堅固に結
合され、ヒンジ組立体に対する近似回転軸の周りの振動板組立体の動きを容易にするため
に、垂直な力に応答して変形する又は撓む。各ヒンジ要素は、トランスデューサ・ベース
構造及び振動板の両方に密接に関連し、要素に沿った要素全体にわたる圧縮、張力及び／
又はせん断変形に抵抗する実質的な並進剛性を含む。少なくとも１つのヒンジ要素は、振
動板組立体の一部と一体化されてもよく、又は振動板組立体の一部を形成してもよく、及
び／又は少なくとも１つのヒンジ要素がトランスデューサ・ベース構造の一部と一体化さ
れてもよく、又はトランスデューサ・ベース構造の一部を形成してもよい。以下でさらに
詳細に説明するように、いくつかの実施例では、各ヒンジ接続部の各フレキシブル・ヒン
ジ要素は、曲げに対して実質的にフレキシブルである。好ましくは、これらの実施例では
、各ヒンジ要素は、その場でねじりに対して実質的に剛性である。代替の実施例では、各
ヒンジ接続部の各フレキシブル・ヒンジ要素は、ねじれについて実質的にフレキシブルで
ある。好ましくは、これらの実施例では、各フレキシブル・ヒンジ要素は、その場での曲
げに対して実質的に剛性である。
【１３６０】
　本明細書に記載の撓みヒンジ・システムは、例えば、実施例Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔ、
Ｗ及びＸのオーディオ・トランスデューサを含む、本明細書に記載の回転動作オーディオ
・トランスデューサの実施例のいずれか１つに組み込むことができ、本発明は以下に説明
する実施例の用途に限定することを意図していない。
【１３６１】
　いくつかの実例で説明するように、弾性部分は曲げによって撓むことがあり、いくつか
の他の実例では、弾性部分はねじれによって撓む。他の構成では、弾性部分は、曲げ及び
ねじれによって撓む場合がある。
【１３６２】
３．３．１　実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサ
　図Ｂ１は、例示的な撓みヒンジ・システムを介してトランスデューサ・ベース構造Ｂ１
２０に枢動可能に結合された（図Ｂ２ａ～ｇに示される）振動板組立体Ｂ１０１を含む、
本発明の例示的な回転動作オーディオ・トランスデューサ（以下、実施例「Ｂ」のオーデ
ィオ・トランスデューサと呼ぶ）を示している。この実施例では、撓みヒンジ・システム
は、（図Ｂ３に詳細に示す）撓みヒンジ組立体Ｂ１０７を含む。この実例のオーディオ・
トランスデューサは、回転動作フルレンジ・ヘッドホンスピーカ・オーディオ・トランス
デューサであるが、トランスデューサは、代わりに、マイクロフォンなどの任意の他のス
ピーカ設計又はオーディオ電気トランスデューサであってもよいことを理解されたい。振
動板組立体Ｂ１０１は、例えば構成Ｒ１～Ｒ４の振動板構造に関連して、又は構成Ｒ５～
Ｒ７のオーディオ・トランスデューサの振動板構造に関連して説明したように、実質的に
低い回転慣性の複合振動板を含む。ヒンジ組立体Ｂ１０７は、振動板組立体とトランスデ
ューサ・ベース構造との間に堅固に結合された少なくとも１つのヒンジ接続部を含む。こ
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の実施例では、ヒンジ組立体Ｂ１０７は、第１のヒンジ接続部Ｂ２０１及び第２のヒンジ
接続部Ｂ２０３を備え、それらの両方は、一端部がトランスデューサ・ベース構造Ｂ１２
０に、反対側の端部が振動板組立体Ｂ１０１に堅固に結合される。撓みヒンジ組立体Ｂ１
０７は、振動板組立体に取り付けられたコイル巻線Ｂ１０６を介して再生される電気オー
ディオ信号に応答して、トランスデューサ・ベース構造Ｂ１２０に対する近似回転軸Ｂ１
１６の周りの振動板組立体Ｂ１０１の回転／ピボット運動／振動を促進する。この実施例
では、ヒンジ組立体は、オーディオ・トランスデューサが組み立てられた状態で、振動板
組立体の一部を形成する各ヒンジ接続部の一方の側部／端部に振動板ベース・フレームを
含み、トランスデューサ・ベース構造の一部を形成する各ヒンジ接続部の対向する側部／
端部にベース・ブロックを含む。ヒンジ接続部は、振動板組立体とトランスデューサ・ベ
ース構造との間に中間接続部を形成する。
【１３６３】
３．３．１ａ　ヒンジ組立体の概要
　ヒンジ組立体Ｂ１０７、特に各ヒンジ接続部は、関連するヒンジ要素Ｂ２０１ａ／ｂ及
びＢ２０３ａ／ｂの面内で受ける引張及び又は圧縮及び又はせん断の力に抵抗するように
実質的に剛性になるように構成される。ヒンジ要素が互いに対して傾斜しているので、こ
れは、ヒンジ組立体の必要な回転軸の周りの回転運動を除いて、振動板組立体の全体が全
ての並進及び回転変位に対して堅固に拘束されることを意味する。特に、圧縮、引張及び
せん断におけるヒンジ要素の剛性及び各接続部における一対のヒンジ要素間の相対角度は
、振動板組立体が、動作中に少なくとも２つ、好ましくは全ての３つの実質的に直交する
軸線に沿って、各ヒンジ接続部における並進運動／変位に対して、十分に実質的に抵抗性
／剛性であることを意味する。２つのヒンジ接続部の幅広い分離、並びに要素の相対角度
は、振動板組立体も、動作中にヒンジ組立体の必要な回転軸に垂直な軸周りの回転運動／
変位に対して十分に実質的に抵抗性／剛性であることを意味する。各ヒンジ要素は、好ま
しくは、組立体の回転軸の周りに実質的にフレキシブルであり、したがって、ヒンジ組立
体もまたフレキシブルであり、この軸の周りに回転可能である。
【１３６４】
　いくつかの構成では、特に振動板が非常に大きな可動域を経験するので、ヒンジ組立体
Ｂ１０７の構成は、振動板の動きを単一の回転軸周りの純粋な回転運動に必ずしも制限す
るものではないが、運動はほぼ近似回転軸Ｂ１１６の周りの回転と考えられることに留意
すべきである。
【１３６５】
　図Ｂ２は、振動板組立体Ｂ１０１に連結されたヒンジ組立体Ｂ１０７を示す。この実施
例では、ヒンジ組立体は、トランスデューサの励起機構のコイル巻線Ｂ１０６が取り付け
られる振動板ベース・フレームを含む。トランスデューサ・ベース構造は、明確にするた
めにこれらの図から削除されている。図Ｂ３に示すように、ヒンジ組立体Ｂ１０７は、（
本明細書でさらに説明される）実質的に長手方向の振動板ベース・フレームと、要素対Ｂ
２０１ａ及びＢ２０１ｂからなる第１のＢ２０１及び要素Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂから
なる第２のヒンジ接続部Ｂ２０３の一対の同等のヒンジ接続部と、を含み、ベース・フレ
ームの両端部から横方向に延ばし、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造の両
側にその場で位置するように構成される。振動板ベース・フレームは、振動板本体のより
厚いベース端部において幅のかなりの部分に沿って延ばし、振動板本体とコイル巻線Ｂ１
０６をその場で結合するように構成される。ベース・フレームの構造については、以下で
さらに詳細に説明する。
【１３６６】
　図Ｂ３は、この実例のフレキシブル・ヒンジ組立体Ｂ１０７を詳細に示している。各ヒ
ンジ接続部Ｂ２０１及びＢ２０３は、トランスデューサ・ベース構造Ｂ１２０の一方の側
に堅固に結合するように構成された連結ブロックＢ２０５／Ｂ２０６に連結される。トラ
ンスデューサ・ベース構造Ｂ１２０は、部品の結合を助けるために、構造の表面上に相補
的な窪み部を含むことができる。ヒンジ組立体Ｂ１０７は、複数対のフレキシブル・ヒン
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ジ要素Ｂ２０１ａ／Ｂ２０１ｂ及びＢ２０３ａ／Ｂ２０３ｂを含む。各ヒンジ接続部対Ｂ
２０１ａ／Ｂ２０１ｂ及びＢ２０３ａ／Ｂ２０３ｂのヒンジ要素は、互いに対して傾斜し
ている。この実例では、ヒンジ要素Ｂ２０１ａ及びＢ２０１ｂは互いに実質的に直交して
おり、ヒンジ要素Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂは互いに実質的に直交している。しかしなが
ら、例えば、各対のヒンジ要素の間に鋭角を含む他の相対角度が想定される。各ヒンジ要
素は、要素に対して実質的に垂直な力に応答して、また振動板組立体の回転軸Ｂ１１６の
所望の方向のモーメントに応答して撓むことができるように、実質的にフレキシブルであ
る。このようにして、ヒンジ要素は、回転軸Ｂ１１６の周りの振動板組立体の回転／枢動
運動及び振動を可能にする。ヒンジ組立体は全体的に、中立位置に向かって付勢され、そ
れにより、振動板組立体をその場でトランスデューサの動作中に中立位置に向かって付勢
するように、弾性的でもあることが好ましい。各要素は、振動板組立体が中立位置のいず
れの方向にも旋回することができるように撓むことができる。この実例では、各ヒンジ要
素Ｂ２０１ａ、Ｂ２０１ｂ、Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂは、フレキシブルで弾性のある材
料の実質的に平坦な部分である。以下でさらに詳細に説明するように、他の形状も可能で
あり、本発明はこの実例に限定することを意図していない。
【１３６７】
３．３．１ｂ　フレキシブル・ヒンジ要素
　形状、寸法及び材質
　各ヒンジ接続部について、フレキシブル・ヒンジ要素の各対の少なくとも１つ（ただし
好ましくは両方）は、この実例では十分に薄く、及び／又は要素に垂直な力に応じてヒン
ジ要素を撓ませるのに十分な寸法を有する。これにより、トランスデューサ・ベース構造
Ｂ１２０に対して振動板組立体Ｂ１０１の低い基本周波数（Ｗｎ）が可能になる。各対の
一方又は両方のフレキシブル要素は、材料の実質的に平坦なシート又は部分から形成され
るが、他の形態も可能であることを理解されたい。好ましくは、各ヒンジ要素は、その長
さと比較して、振動板の回転軸の周りの回転運動を容易にするために、要素の長さに比べ
て比較的薄い。各ヒンジ要素は、その長さ及び幅の少なくとも大部分にわたって実質的に
均一な厚さを含むことができる。
【１３６８】
　いくつかの構成では、一対のヒンジ要素の１つ又はそれぞれは、シートの長さの約１／
８未満、又はより好ましくは長さの約１／１６未満、又はより好ましくは長さの約１／３
５未満、又はさらにより好ましくは長さの約１／５０未満、又は最も好ましくは長さの約
１／７０未満である厚さを有する材料の十分に薄いシートである。厚さが薄すぎると、例
えば、落下又は衝突シナリオのような大きな力が加えられた状況において、撓みにより座
屈する危険性がある。この理由から、好ましくは、材料の薄いシートはそれぞれ、その長
さの１／５００よりも厚い。
【１３６９】
　いくつかの構成では、１つ又はそれぞれのヒンジ要素の幅は、その長さの２倍未満、又
は長さの１．５倍未満、又は最も好ましくは長さ未満である。
【１３７０】
　いくつかの構成では、各対の１つ又はそれぞれのヒンジ要素の厚さは、その幅の約１／
８未満、又は好ましくは幅の約１／１６未満、又はより好ましくは幅の約１／２４未満で
あり、又はさらにより好ましくは幅の約１／４５未満、又はさらにより好ましくは幅の約
１／６０未満、又は最も好ましくは幅の約１／７０である。
【１３７１】
　各対の１つ又はそれぞれのフレキシブル・ヒンジ要素（この実例では両方とも）は、典
型的なプラスチック材料又はゴムのような柔軟でフレキシブルな材料からではなく、金属
又はセラミック材料のような実質的に高いヤング率を有する材料のような、材料面内で実
質的に剛性のある材料から形成される。このようにして、フレキシブル・ヒンジ要素は、
要素の面内における張力及び圧縮力に対して実質的に耐性を有する。好ましくは、材料は
また、材料の面内で受けるせん断負荷に対して実質的に耐性を有する。このように、フレ
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キシブル・ヒンジ要素は、そのような力に起因するゼロから最小限の変形をその場で動作
中に受ける。ヒンジ組立体Ｂ１０７が振動板回転の点で適合し、上記のヒンジ要素の撓み
が振動板の回転の所望の方向を促進するように、各対の少なくとも１つ又は両方のフレキ
シブル・ヒンジ要素は、振動板組立体の回転軸に実質的に平行に配向される。好ましくは
、各対の１つ又は両方のヒンジ要素は、８ＧＰａより高いヤング率、又はより好ましくは
約２０ＧＰａより高いヤング率を有する材料から作られる。
【１３７２】
　この実例の好ましい構成では、各ヒンジ要素は、高張力鋼合金又はタングステン合金又
はチタン合金、又は「液体金属（Ｌｉｑｕｉｄｍｅｔａｌ）」又は「金属ガラス（Ｖｉｔ
ｒｅｌｏｙ）」のような非晶質合金から製造される。他の形態では、ヒンジ要素は、プラ
スチック強化炭素繊維などの十分に高いヤング率を有する複合材料から作製されてもよい
。
【１３７３】
　いくつかの構成では、ヒンジ要素を形成する材料は、通常動作中に撓むとき、力対変位
の関係（変位距離又は回転角度のいずれかで測定される変位）が線形であり、フックの法
則に従う範囲で使用される。これは、オーディオ信号がより正確に再現されることを意味
する。
【１３７４】
　上述したように、この実例では、各対の各（又は少なくとも１つの）フレキシブル・ヒ
ンジ要素は、ほぼ又は実質的に平坦なプロファイル、例えば材料の実質的に平坦なシート
又は部分の形状である。他の形態では、１つ又は複数のフレキシブル・ヒンジ要素は、弛
緩／中立状態でその長さに沿って僅かに曲げられ、通常動作中に撓むと及び／又はその場
でヒンジ組立体に結合されると実質的に平面になる。
【１３７５】
　好ましくは、各ヒンジ接続部の各ヒンジ要素は、通常動作中に著しく変形するヒンジ要
素の長さの部分に沿って計算されるように、回転軸に垂直な面内の断面に関して、平均断
面積の平方根の３倍を超える、又はより好ましくは５倍を超える、又は最も好ましくは６
倍を超える平均幅又は高さ寸法を有する。これは、ヒンジ軸回りの回転に関して要素に十
分な追従性を与えるのに役立つ。
【１３７６】
　向き
　ヒンジ接続部Ｂ２０１のためのヒンジ要素の各対Ｂ２０１ａ／Ｂ２０１ｂ及びヒンジ接
続部Ｂ２０３のためのヒンジ要素の各対Ｂ２０３ａ／Ｂ２０３ｂは、互いに対して角度が
付けられ、それによって実質的に異なる平面内に配向される。それらのジオメトリによっ
て、また上述のように、ヒンジ要素は、圧縮／引張り及び／又はせん断負荷に関して比較
的剛性であるが、実質的に垂直な力に応答して、また回転軸Ｂ１１６の方向のモーメント
に応答して、曲げの点で比較的適合的／フレキシブルである。これは、フレキシブル・ヒ
ンジ要素が、それぞれの平面に平行で平面内にある任意の方向における並進の観点から、
振動板への取り付けのそれぞれの点において、振動板を効果的に拘束することができるこ
とを意味する。
【１３７７】
　実質的に異なる平面内にあるように相互にある角度にある各対のヒンジ要素の向きは、
各ヒンジ要素がその面内の並進に抵抗することができる場合、全体的なヒンジ組立体は、
あらゆる方向の振動板の純粋な並進に対する強い抵抗力を保持することを意味する。
【１３７８】
　ヒンジ要素の平面間の角度が約２０～１６０度、又はより好ましくは約３０～１５０度
、又はさらにより好ましくは約５０～１３０度、又はさらに好ましくは約７０度～１１０
度の間であると適切な性能を達成することが可能であり得るが、それらの間の角度はほぼ
垂直／９０度である、すなわち、各ヒンジ接続部の一対のヒンジ要素は互いにほぼ直角に
傾いていることが最も好ましい。この実施例では、各ヒンジ接続部の１つのフレキシブル
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・ヒンジ要素が、回転軸に実質的に垂直な第１の方向に著しく延びている。
【１３７９】
　一対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａ及びＢ２０１ｂを有する第１のヒンジ接続
部Ｂ２０１からなるヒンジ構造の場合、回転軸Ｂ１１６は、各フレキシブル・ヒンジ要素
が占める平面の交点上に位置するか又は交点とおおよそ同一直線上にあり、及び／又はヒ
ンジ要素の間の交点にある。フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂを有す
るヒンジ接続部Ｂ２０３からなる他のヒンジ構造についても、回転軸は、これらの２つの
フレキシブル・ヒンジ要素が占める平面の交点上にほぼ位置する。振動板の低い基本周波
数（Ｗｎ）を保証するために、オーディオ・トランスデューサの各側の２つのヒンジ接続
部Ｂ２０１及びＢ２０３のそれぞれによって規定される軸の整列は、実質的に同一直線上
にある。この実施例では、ヒンジ組立体の各フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ２
０１ｂ、Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂは、フレキシブル・ヒンジの平面内での引張／圧縮及
びせん断力に十分耐えて、２つのヒンジ接続構造のそれぞれが並進運動に関して３次元で
高い剛性を有することを保証するように、上記の回転軸Ｂ１１６の方向に十分に広い。各
ヒンジ接続部はまた、構造の共通回転軸Ｂ１１６について比較的高い回転追従性も提供す
る。２つのヒンジ接続部の組み合わせはともに、トランスデューサ・ベース構造に対して
振動板組立体を動作可能に支持するヒンジ組立体を提供し、比較的低い基本周波数（Ｗｎ
）を可能にし、他のすべての回転モード及びすべての並進モードに関して十分に剛性であ
る。
【１３８０】
　位置
　好ましくは、振動板構造は、ヒンジ組立体に近接／密接に関連しており、それにより、
フレキシブル・ヒンジ要素と振動板構造との間の距離を最小にし、撓み難く望ましくない
分割共振モードに関する性能に悪影響を与えるトランスデューサのＦＲＯ内でそれらの間
により堅固な連結を生成する。例えば、振動板本体又は構造は、ヒンジ要素のそれぞれの
端部に直接的に連結／直接的に隣接していてもよい。他の実例では、振動板本体又は構造
は直接的に取り付けられていなくてもよいが、それらの間の構成要素は、振動板本体がヒ
ンジ要素と密接な関係を保つことを可能にする寸法を含む。
【１３８１】
　好ましくは、振動板本体又は構造からフレキシブル・ヒンジ要素の一方又は両方までの
距離は、振動板から回転軸までの最大距離の半分未満、又はより好ましくは振動板の最も
遠位の外周部／終端から回転軸までの最大距離の１／３未満、又はより好ましくは振動板
の最も遠位の外周部／終端から回転軸までの最大距離の１／４未満である。同様に、トラ
ンスデューサ・ベース構造は、ヒンジ組立体に近接／密接に関連しており、それにより、
フレキシブル・ヒンジ要素と振動板構造との間の距離を最小にし、撓み難く望ましくない
分割共振モードに関する性能に悪影響を与えるトランスデューサのＦＲＯ内でそれらの間
により堅固な連結を生成する。例えば、トランスデューサ・ベース構造は、ヒンジ要素の
それぞれの端部に直接的に連結／直接的に隣接していてもよい。他の例では、トランスデ
ューサ・ベース構造は直接的に取り付けられていなくてもよいが、それらの間の構成要素
は、振動板本体又は構造がヒンジ要素と密接な関係を保つことを可能にする寸法を含む。
【１３８２】
　好ましい実施態様では、変換機構力発生構成要素、例えばモータ・コイルＢ１０６は、
オーディオ・トランスデューサ・システムの単一自由度の振る舞いを促進して容易にする
ために、レバーアーム又はヒンジなどを介するのとは対照的に、振動板に直接取り付けら
れる。
【１３８３】
　２つのヒンジ接続部Ｂ２０１及びＢ２０３は、振動板本体の幅Ｂ２１５に対して適度な
距離をおいて配置されている。ブロックＢ２０５に連結している第１のヒンジ接続部Ｂ２
０１の外側は面Ｂ２１７に位置し、ブロックＢ２０６に連結している第２のヒンジ接続部
Ｂ２０３の外側は面Ｂ２１８に位置する。好ましくは、これらの面Ｂ２１７及びＢ２１８
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は、組み立てられた形態で振動板本体Ｂ１１９の中央矢状面に平行であり、その両側に配
置される。好ましくは、１つの撓みヒンジ接続部Ｂ２０１の少なくとも一部は、振動板本
体Ｂ１１９の中央矢状面からオフセットした振動板本体幅Ｂ２１５の２０％の距離に位置
する面Ｂ２１９の外側に位置し、少なくとも１つの撓みヒンジ接続部Ｂ２０３の少なくと
も一部は、中央矢状面の他方の側からオフセットされた振動板本体幅Ｂ２１５の２０％の
距離に位置する面Ｂ２２０の外側に位置する。撓みヒンジ接続部を適切に離間させること
によって、又は１つしかない場合には十分に広いヒンジ接続部を有することによって、ヒ
ンジ組立体は、振動板の基本回転モード（Ｗｎ）ではない振動板の回転モードに関して振
動板組立体Ｂ１０１に追加の剛性と支持を提供する。通常は、このような２つの回転モー
ドが存在し、両方とも通常は振動板Ｂ１１６の基本回転軸に対して実質的に垂直な回転軸
を有し、両方とも通常は互いに実質的に直交する。これらは、本明細書内の実施例Ａで行
った分析と同様に、このトランスデューサのコンピュータ・モデルの有限要素解析を使用
して識別することができる。
【１３８４】
　この実例では、一対のヒンジ接続部は、その場で振動板構造／組立体の側縁部に隣接し
て位置するように構成されている。一対のヒンジ接続部Ｂ２０１及びＢ２０３は、好まし
くは、振動板本体Ｂ２１５の幅に比べて、振動板構造上の少なくとも２つの広く離れた位
置で振動板構造に連結される。ヒンジ接続部が広く離間されていない位置で連結されてい
る場合、追加のヒンジ要素、撓み又は機構は、好ましくは、少なくとも２つの広く離れた
位置で連結されるように振動板組立体に組み込まれる。同様に、一対のヒンジ接続部を含
む撓みヒンジ組立体は、好ましくは、振動板本体の幅と比較して、トランスデューサ・ベ
ース構造の少なくとも２つの広く離れた位置に取り付けられる。撓みヒンジ組立体が広く
離れていない位置（又は複数の位置）に取り付けられている場合、好ましくは追加のヒン
ジ要素、撓み又は機構は、少なくとも２つの広く離間された位置で連結が行われるように
トランスデューサ・ベース構造に対して組み込まれる。ヒンジ接続部は、振動板構造又は
組立体の周辺側に、又はその近傍に、及び／又はトランスデューサ・ベース構造の周辺側
に、又はその近傍に配置することができる。
【１３８５】
　この実施例では、各ヒンジ接続部は、振動板の両側に配置される。好ましくは、第１の
ヒンジ接続部は、振動板の端面の第１のコーナー領域に近接して配置され、第２のヒンジ
接続部は、端面の第２の対向するコーナー領域に近接して配置され、ヒンジ接続部は実質
的に同一線上にある。好ましくは、各ヒンジ接続部は、振動板本体の幅の少なくとも０．
２倍である振動板の中央矢状面からの距離に配置される。
【１３８６】
　いくつかの実施例では、一対のフレキシブル・ヒンジ要素を含む単一のヒンジ接続部は
、振動板構造／組立体及び／又はトランスデューサ・ベース構造の少なくとも２つの広く
離れた位置に堅固に取り付けられるように、振動板構造又は組立体のかなりの部分にわた
って延び得ることを理解されたい。
【１３８７】
　連結
　各ヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ２０１ｂ、Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂは、一方の端部が振
動板組立体Ｂ１０１に堅固に連結され、対向する端部が振動板ベース構造Ｂ１２０に堅固
に連結される。この実例では、ヒンジ要素の各対は、連結ブロックＢ２０５及びＢ２０６
を介してトランスデューサ・ベース構造に堅固に連結される。これらの（例えば、ヒンジ
要素と振動板ベース・フレームとの間の、ヒンジ要素と連結ブロックとの間の）連結は、
エポキシ樹脂などの接着剤によって、又は溶接によって、又は締結具を用いたクランプに
よって、又は機械工学の分野でよく知られているように、それらの任意の組み合わせを含
む多くの他の方法によって行われる。振動板構造を撓みヒンジ要素に連結することと、ヒ
ンジ要素をトランスデューサ・ベース構造へ連結することの両方に用いられるジオメトリ
は、横方向に（例えばレバーアームのように）細長くほっそりしておらず、その代わりに
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その方向に短く、スクワット状で、おそらく（トラス型構造を使用して）三角形であるこ
とが好ましい。好ましくは、振動板は、レバーアームなしで、ヒンジ要素の一方又は両方
に堅固に動作可能に結合される。例えば、この実施例では、振動板ベース・フレームは、
振動板構造をヒンジ要素に連結するために使用される。ベース・フレームは、少なくとも
横方向（すなわち、連結結合部を横切っているが、必ずしも連結結合部に沿っているわけ
ではない）に実質的に短く、スクワット状である。同様に、ヒンジ要素をトランスデュー
サ・ベース構造の残りの部分に連結する連結ブロックは、少なくとも横方向（連結結合部
を横切って）に少なくとも実質的に短く、スクワット状である。言い換えれば、ヒンジ要
素は、振動板構造とトランスデューサ・ベース構造との両方に密接に関連していることが
好ましい。例えば、ヒンジ要素は、振動板構造とトランスデューサ・ベース構造に直接的
に隣接して配置されていてもよい。これらのタイプのジオメトリは、ＦＲＯ内で発生する
分割モードの原因となり得るこれらの領域に生じる撓みを防止するのに役立つ。これらの
構造に使用される材料はまた、剛性でなければならず、好ましくは８ＧＰａより大きく、
より好ましくは２０ＧＰａよりも大きいヤング率を有する。
【１３８８】
　また、各ヒンジ接続部と振動板構造又は本体との間の実質的に堅固な連結を容易にする
ために、連結のサイズは、好ましくは、（接続部が連結される）振動板構造又は本体の端
面のサイズに対して十分に大きい。好ましくは、端面の２つの直交する寸法に平行な連結
部の少なくとも１つのサイズ寸法は、十分に大きい。好ましくは、連結部の２つの直交す
るサイズ寸法は十分に大きい。例えば、好ましくは、１つ又は複数のヒンジ接続部は、振
動板の少なくとも１つの表面又は周辺部に連結され、各連結部の少なくとも１つの全体サ
イズ寸法は、関連する表面又は周辺部の対応する寸法の１／６より大きい、又はより好ま
しくは１／４より大きい、又は最も好ましくは１／２より大きい。例えば、（ヒンジ接続
部を振動板に連結する）振動板ベース・フレームの主プレートＢ３０３は、振動板構造の
端面を結合し、振動板構造の端面の高さ及び幅と実質的に同様の高さ及び幅を含む。また
、振動板ベース・フレームのプレートＢ３０４は、振動板構造の主面Ｂ１２１を結合し、
主面の幅と同様の幅と、主面の長さの１／１６より長い長さとを含む。
【１３８９】
　実質的に均一なフラット・ヒンジ要素の終端で接着剤を使用することは、オーディオ・
トランスデューサの状況によっては最適ではない可能性がある。ヒンジ要素がスロット内
に埋め込まれている場合でも、接着剤は小さな亀裂を形成する傾向があり、これは、完全
な破損を引き起こすわけではないが、軽量で減衰の少ない振動板と結合された場合には機
械的に増幅する可能性のあるクリーキングが生じる。
【１３９０】
　ヒンジ要素は代替で、接着剤を使用することなくスロット内にクランプされてもよく、
依然として確実に大きな可動域を達成することができるが、軽量で減衰の少ない振動板と
結合された場合には機械的に増幅するクリーキング及びノイズ発生を招く傾向がある。
【１３９１】
　したがって、接着剤を介してヒンジ要素を連結することは、いくつかの実施例では、振
動板の可動域の制限として作用し得るため、望ましくないことがある。
【１３９２】
　本発明のヒンジ組立体の代替の構成では、各ヒンジ接続部対の第１及び第２の薄肉フレ
キシブル・ヒンジ要素は、振動板組立体／振動板ベース・フレーム及びＢ２０８／Ｂ２０
９に連結され、連結ブロック／トランスデューサ・ベース構造に連結される、それらの終
端縁部／境界Ｂ２１０／Ｂ２１１に向かって厚くなり及び／又は広がっている。厚くする
こと及び／又は広げることは、フレキシブル・ヒンジ要素のスチール／セラミックなどの
材料の変化を含まないことが好ましく、すなわち、全てが単一の均一な材料片から形成さ
れる。代替で、上記の厚くすることは、溶接又は蝋付けなどの他の強力な材料との強力な
結合を介して実施することができる。
【１３９３】
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　終端縁部に向かって厚くすること及び／又は広げることにより、強くて剛性の撓み構成
要素内の応力のレベルを減少することができ、応力が振動板及びトランスデューサ・ベー
ス構造における接着／クランプの点に到達するまでに、それらは大幅に低減される。これ
により、高い応力が接着及び／又はクランプの局部的領域に伝わり、クランプされた接続
部において接着の局部的な破損又はクリーキングをもたらすことを防止することができる
。
【１３９４】
　ヒンジ要素の上記のより厚い部分及び／又はより広い部分は、振動板及び／又はトラン
スデューサ・ベース構造への結合に適した十分な表面積を有することが好ましい。接着又
はクランプの全領域にわたって内部応力がより確実に低減されるので、厚くすることは広
げるよりも好ましい場合がある。さらに、「応力集中部」を生成し、それによって最大の
振動板の可動域を制限する可能性のある鋭いコーナー及びそのようなジオメトリを最小に
するために、厚くすること及び／又は広げることは徐々に円滑に（すなわち滑らかにテー
パ状に）行うことが好ましい。
【１３９５】
　図Ｂ２ａ～ｅを参照すると、この実例では、フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａは、
位置Ｂ２１０において振動板ベース・フレームに連結され、ここで要素の断面厚さは、こ
の場所の両側において、小さな半径を使用して緩やかに／徐々に（すなわちテーパ状に）
厚くする。同様に、フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ｂが位置Ｂ２１１において振動板
に連結される場合、要素の断面厚さもまた、小さな半径を使用して緩やかに／徐々に（す
なわちテーパ状に）厚くする。また、フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａ及びＢ２０１
ｂが位置Ｂ２０９及びＢ２０８においてそれぞれ対応するブロックＢ２０５に連結される
場合、これらの要素の厚さは小さな半径の使用によって増加する。これらの連結の全てに
おいて、断面の緩やかな厚肉化は、応力を増大させるジオメトリの生成を最小にする。第
２のヒンジ接続部Ｂ２０３のフレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂについ
ても同様の厚さの増加が示される。
【１３９６】
　以下のセクション３．３．２は、実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサで使用され
る可能性のあるヒンジ組立体の変形を概説する。
【１３９７】
３．３．１ｃ　振動板ベース・フレーム
　この実例では、振動板構造は、使用時にヒンジ組立体に直接取り付けられる端部に沿っ
て又はその近くで振動板ベース・フレームによって支持され、振動板ベース・フレームは
、ヒンジ要素の一方又は両方に直接的に又は密接に取り付けられる。好ましくは、振動板
ベース・フレームは、振動板構造とヒンジ接続部との間の堅固な連結を容易にするように
配置される。振動板ベース・フレームは、振動板組立体の一部又はヒンジ組立体の一部と
して、又は好ましくはその両方として考えることができる。各ヒンジ接続部のヒンジ要素
のそれぞれの端部は、振動板ベース・フレームに堅固に結合されている。この実例のベー
ス・フレームは、振動板構造の端面を受け入れてこれにしっかりと連結される長手方向の
チャネルを含む。
【１３９８】
　図Ｂ３を参照すると、この実施例では、振動板ベース・フレームは、振動板構造を結合
するように構成された第１のチャネルに対して鋭角をなす第２のチャネルを備える。第２
のチャネルは、コイル／力発生構成要素Ｂ１０６を結合するように構成される。チャネル
間の角度は、振動板構造端面とコイルとの相対的な向きに対応することが理解されるであ
ろう。振動板端面に連結された第１のチャネルは、チャネルが端面及び振動板構造の隣接
する主面にその場で連結できるように、実質的にＬ字形の断面を含み、それにより連結の
堅固さを改善する。複数の横方向補強プレートＢ３０１、Ｂ３０６は第２のチャネル内に
延ばし、振動板組立体のコイル／力発生構成要素Ｂ１０６に連結して、コイルの長手方向
の長さに沿って分布した位置に堅固に連結し、これによりそれらの間の連結の堅固さも改
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善する。
【１３９９】
　この実例では、振動板ベース・フレームは、縦振動板ベース・フレームの両端部に位置
する一対の弓状の端部プレートＢ３０１を含む。各プレートＢ３０１は、実質的に弓状の
／湾曲した自由終端縁部を備える。各弓状の端部プレートの外側には、そこから横方向に
延びる三角形の補強隆起部Ｂ３０２が設けられている。この実例では、組立体は、弓状の
端部プレートＢ３０１から間隔をあけて平行に延びる追加の中間／中央弓状プレートＢ３
０６をさらに含む。いくつかの実施例では、端部プレートＢ３０１の間に間隔をあけた２
つ以上の中間プレートＢ３０６があってもよい。主ベース・プレートＢ３０３は、振動板
ベース・フレームの幅に沿って長手方向に延び、振動板構造の幅に対応する。端部プレー
トは、主ベース・プレートＢ３０３の一方の側部から横方向に延びる。下側支柱・プレー
トＢ３０４は、弓状プレートＢ３０１、Ｂ３０３の反対側の主ベース・プレートＢ３０３
の長手方向の縁部から横方向に延びている。下側支柱・プレートＢ３０４は、組立体Ｂ１
０７のフレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ２０１ｂ、Ｂ２０３ａ、及びＢ２０３ｂ
に隣接して位置する。主ベース・プレートＢ３０３もまた、振動板ベース・フレームの幅
の実質的な部分に沿って延びる。上側支柱・プレートＢ３０５は、下側支柱・プレートＢ
３０４が延びる縁部の反対側の主ベース・プレートＢ３０３の長手方向縁部から、下側支
柱・プレートＢ３０４と反対の方向に横方向に延びる。上側支柱・プレートＢ３０５は、
各弓状プレートＢ３０１、Ｂ３０３の弓状縁部の一部に沿って延びる。上側支柱はまた、
振動板ベース・フレームの幅のかなりの部分に沿って長手方向に延びる。振動板ベース・
フレームの幅のかなりの部分に沿って長手方向に延びる下側ベース・プレートＢ３０７は
、弓状プレートＢ３０１、Ｂ３０３の下側に隣接して三角形の補強材Ｂ３０２と実質的に
整列して位置する。下側ベース・プレートは、フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ
２０１ｂ、Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂとの連結部に隣接するヒンジ組立体の中央領域から
延びる。
【１４００】
　下側支柱・プレートＢ３０４及び主ベース・プレートＢ３０３は、それらの間に、振動
板構造のベース端部を収容して連結するための第１のチャネルを形成する。下側ベース・
プレートＢ３０７及び主ベース・プレートＢ３０３は、それらの間に、２つの弓状の端部
プレートＢ３０１、中央弓状プレートＢ３０６及び上側支柱・プレートＢ３０５を収容し
て連結するために、第１のチャネルの反対側に第２のチャネルを形成し、これらの４つ構
成要素Ｂ３０１、Ｂ３０６及びＢ３０５は、コイルＢ１０６を収容してこれに連結する。
【１４０１】
　図Ｂ１ｆを参照すると、オーディオ・トランスデューサの組み立てられた状態において
、コイル巻線Ｂ１０６は、ヒンジ組立体Ｂ１０７の振動板ベース・フレームに堅固に取り
付けられている。コイル巻線短辺Ｂ１０９は、２つの弓状端部プレートＢ３０１に取り付
けられている。コイル巻線長辺Ｂ１０８及びＢ１１７は、弓状端部プレートＢ３０１に取
り付けられ、中央の弓状プレートＢ３０６にも取り付けられている。コイル巻線長辺Ｂ１
０８は、上側支柱・プレートＢ３０５の縁部にも取り付けられている。これらの部品は、
エポキシ樹脂接着剤のような接着剤を用いて取り付けることができる。他の結合方法も可
能である。
【１４０２】
　端部プレートＢ３０１、三角形補強材Ｂ３０２、主ベース・プレートＢ３０３、下側支
柱・プレートＢ３０４、上側支柱・プレートＢ３０５、中央アークＢ３０６及び下側ベー
ス・プレートＢ３０７を含む振動板ベース・フレーム構成要素の組み合わせは、振動板本
体ベースの領域においてコイル巻線Ｂ１０６に堅固に接着され、実質的に剛性でありトラ
ンスデューサのＦＲＯ内で共振しない振動板ベース構造を形成する。
振動板ベース・フレーム及び巻線Ｂ１０６の質量は、振動板組立体Ｂ１０１のそれ以外の
部分に比べて相対的に高いが、質量が回転軸Ｂ１１６の近くに位置するため、回転慣性が
低減される。
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【１４０３】
　３つの弓状プレートＢ３０１、Ｂ３０２及びＢ３０６は、コイル補強材として作用し、
それぞれ、回転軸に垂直な方向に延びるパネルを備える。各プレートＢ３０１、Ｂ３０２
、及びＢ３０６の弓状縁部は、コイルＢ１１７の第１の長辺とコイルＢ１０８の第２の長
辺との間を連結する。各端部プレートＢ３０１及びＢ３０２は、コイルＢ１０６の各短辺
Ｂ１０９に近接して及び好ましくは隣接して位置し、コイルＢ１１７の第１の長辺と第１
の短辺Ｂ１０９との間のほぼ接合部から、コイルＢ１０８の第２の長辺と第１の短辺Ｂ１
０９との間のほぼ接合部へ回転軸に垂直な方向に延びる。これらの振動板ベース・フレー
ム部分が（この実施例では一体部品として焼結された）同じ材料片で作られていない場合
には、好ましくは、はんだ付け、溶接、又はエポキシ樹脂又はシアノアクリレートのよう
な接着剤を使用した接着のような適切な堅固な連結方法を使用することができる。接着剤
が使用される場合、接着剤に固有の追従性がシステム性能を制限しないように、接着すべ
き部品間の妥当なサイズの接触領域の使用を確保するように注意しなければならない。
【１４０４】
　この実施例では、コイルＢ１０６の長辺Ｂ１１７及びＢ１０８は形成体に連結されてお
らず、その代わりに、コイル補強材の間の領域にそれ自体を支持することができるように
十分に厚いことが理解されるであろう。しかしながら、代替の実施例では形成体を使用す
ることもできる。
【１４０５】
３．３．１ｄ　連結ブロック
　ヒンジ組立体Ｂ１０７は、トランスデューサ・ベース構造側に、連結ブロックＢ２０５
及びＢ２０６をさらに含む。連結ブロックは、上述のように４つの薄くて平らなフレキシ
ブル・ヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ２０１ｂ、Ｂ２０３ａ、Ｂ２０３ｂに堅固に取り付けら
れ、振動板をトランスデューサ・ベース構造に連結する。互いにほぼ直角な撓みヒンジ要
素Ｂ２０１ａ及びＢ２０１ｂの配置は、ブロックＢ２０５に連結されたオーディオ・トラ
ンスデューサの一方の側にヒンジ接続部Ｂ２０１を形成し、フレキシブル・ヒンジ要素Ｂ
２０３ａ及びＢ２０３ｂの同様の配置は、振動板が回転軸Ｂ１１６の周りでの回転を強い
られるように、ブロックＢ２０６に連結された他方の側にヒンジ接続部Ｂ２０３を形成す
る。図Ｂ２ｅは、オーディオ・トランスデューサの一方の側のヒンジ組立体の側面図を詳
細に示している。
【１４０６】
　各連結ブロックＢ２０５、Ｂ２０６は、それぞれのヒンジ要素対Ｂ２０１ａ／Ｂ２０１
ｂ、Ｂ２０３ａ／Ｂ２０３ｂの端部を結合するための実質的に傾斜した表面を有するくさ
び形状に形成されている。連結ブロックの他の形状も考えられる。いくつかの実施例では
、両方のヒンジ要素対に連結される単一の連結ブロックを設けることができる。
【１４０７】
　連結ブロックＢ２０５及びＢ２０６は、例えばエポキシ接着剤のような接着剤を使用し
て、又は当技術分野で知られている任意の他の適切な方法を介してトランスデューサ・ベ
ース構造ブロックＢ１０５に堅固に取り付けられてもよい。そうでなければ、各連結ブロ
ックは、トランスデューサ・ベース構造の残りの部分又は他の部分と一体的に形成されて
もよい。トランスデューサ・ベース構造ブロックＢ１０５は、いくつかの構成ではアルミ
ニウムで作製されてもよいが、他の適切な材料も想定される。この振動板ベース・フレー
ム及び連結ブロックは、焼結されたアルミニウムのような任意の適切な剛性材料で作製さ
れ得るが、他の材料によって小さな部品を一緒に溶接又ははんだ付けするなどの方法を使
用して作製されてもよい。
【１４０８】
　振動板ベース・フレームは、撓みの振動板側にあるヒンジ組立体Ｂ１０７の全ての部品
を含むと考えることができる。好ましくは、全ての振動板ベース・フレーム構成要素は、
８ＧＰａよりも高い、又はより好ましくは２０ＧＰａよりも高いヤング率を有する材料か
ら作られる。同様に、連結ブロックは、好ましくは８ＧＰａよりも高い、又はより好まし
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くは２０ＧＰａより高いヤング率を有する材料から作られる。
【１４０９】
３．３．１ｅ　トランスデューサ・ベース構造及び力の発生
　以下、本発明の実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサの振動板組立体Ｂ１０１及び
トランスデューサ・ベース構造Ｂ１２０の構成について説明する。しかしながら、上記の
フレキシブル・ヒンジ組立体Ｂ１０７は、任意の適切な回転動作のオーディオ・トランス
デューサ構成に組み込まれてもよく、本発明は、この実施例について説明された構造／組
立体の組み合わせに限定することを意図していないことが理解されるであろう。例えば、
ヒンジ組立体Ｂ１０７は、本明細書に記載の実施例Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔ、Ｗ、又はＸ
のオーディオ・トランスデューサのいずれか１つに組み込まれてもよい。
【１４１０】
　図Ｂ１ｅ及び図Ｂ１ｆを参照すると、トランスデューサ・ベース構造Ｂ１２０は、（好
ましくは、アルミニウムのような実質的に剛性の材料から作られた）ベース・ブロックＢ
１０５を含む。ベース・ブロックＢ１０５は、磁石組立体を一端に収容し、ヒンジ組立体
Ｂ１０７を反対側の端部に収容する。トランスデューサ・ベース構造Ｂ１２０の磁石組立
体は、（例えばスチール製の）外側ポールピースＢ１０４及びＢ１０３と、それらの間に
保持された（例えばネオジムグレードＮ５２　ＮｄＦｅＢ製の）磁石Ｂ１０２と、（例え
ば軟スチール製の）内側ポールピース部Ｂ１１５とを含む。外側ポールピースＢ１０４、
Ｂ１０３及び磁石Ｂ１０２は、ベース・ブロックＢ１０５の対応する実質的に平坦な表面
上に積み重ねられる。内側極部Ｂ１１５は湾曲しており、ベース・ブロックの上面から横
方向に延びる湾曲したブレース部材に対して位置するように構成されている。その場で、
内側極部Ｂ１１５は、外側ポールピースＢ１０４及びＢ１０３に隣接するがわずかに離間
して位置し、コイルＢ１０６のためにそれらの間に間隙を設ける。ベース・ブロックの反
対側の端部では、階段領域／窪み部が、ヒンジ組立体Ｂ１０７の連結ブロックＢ２０５及
びＢ２０６を収容して堅固に結合する。外側ポールピースＢ１０４、Ｂ１０３、内側ポー
ルピース、及び連結ブロックＢ２０５、Ｂ２０６は全て、エポキシ樹脂などの接着剤を介
してベース・ブロックＢ１０５に接着されている。磁石Ｂ１０２は、対向する両主面にお
いて、対応する外側ポールピースＢ１０４、Ｂ１０３に、エポキシ樹脂などの適切な接着
剤を介して接着される。しかしながら、代替の実施例では他の適切な結合方法が想定され
る。
【１４１１】
　この実例では、磁石Ｂ１０２は、Ｎ極が外側ポールピースＢ１０３に連結された面に位
置し、Ｓ極が外側ポールピースＢ１０４に連結された面に位置するように磁化されている
が、代替の構成も適していることが理解されるであろう。振動板組立体Ｂ１０１は、動作
中にトランスデューサ・ベース構造Ｂ１２０に対して回転の近似軸Ｂ１１６の周りで回転
するように構成される。
【１４１２】
　この構成では、磁気回路は、磁石Ｂ１０２、外側ポールピースＢ１０３、Ｂ１０４及び
２つの内側ポールピースＢ１１５によってその場で形成される。磁束は、外側ポールピー
スＢ１０３及びＢ１０４と内側ポールピースＢ１１５との間の小さな空気間隙に集中する
。外側ポールピースＢ１０３と内側ポールピースＢ１１５との間の隙間における磁束の方
向は全体的に、ほぼ回転軸Ｂ１１６に向かう。内側ポールピースＢ１１５と外側ポールピ
ースＢ１０４との間の隙間における磁束の方向は全体的に、ほぼ回転軸Ｂ１１６から離れ
る。代替の実施例では、磁束の方向が反対であってもよいことは理解されるであろう。こ
の実例では、コイル巻線Ｂ１０６は、２つの長辺Ｂ１０８、Ｂ１１７と２つの短辺Ｂ１０
９とを有する湾曲したほぼ長方形にエナメル被覆銅線で巻かれている。その場で、長辺Ｂ
１０８は外側ポールピースＢ１０３と内側ポールピースＢ１１５との間の小さな空気間隙
にほぼ位置し、他方の長辺Ｂ１１７は外側ポールピースＢ１０４と内側ポールピースＢ１
１５との間の小さな空気間隙内に位置する。動作中、コイル巻線を介して電気オーディオ
信号を再生することができ、コイル巻線長辺Ｂ１０８に沿った電流は、他の長辺Ｂ１１７



(206) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

における電流とは逆方向に進む。両方のコイル巻線長辺Ｂ１０８及びＢ１１７によって加
えられるトルクは、説明された電流及び磁束の方向のために同じ方向である。コイル巻線
Ｂ１０６は十分に厚く、エポキシなどの接着剤で比較的堅固にともに接着されているため
、望ましくない共振モードは好ましくはＦＲＯの外側で発生する。コイル巻線Ｂ１０６は
コイル形成体を必要としないほど十分に厚く、これは、磁束密度を増加させオーディオ・
トランスデューサ効率を向上させるために磁束間隙を小さくすることができ、それ以外は
等しいことを意味する。磁石及びコイル巻線のこれらの態様は代替の実施例で変更されて
もよく、本発明はそのような特徴に限定することを意図していないことが理解されるであ
ろう。
【１４１３】
　図Ｂ１ｅは、オーディオ・トランスデューサの断面を示し、コイル巻線長辺Ｂ１０８及
びＢ１１７の断面は、振動板組立体Ｂ１０１の回転軸Ｂ１１６を中心とする半径で湾曲し
ている。コイル巻線は、動作中に振動板が回転するにつれて、コイル巻線長辺Ｂ１０８及
びＢ１１７が外側ポールピースＢ１０３及びＢ１０４と内側ポールピースＢ１１５との間
の２つの磁束間隙Ｂ１２２の領域を出始める前に、変位角が利用可能となるように、張り
出している。このようにして、駆動トルクの高度の直線性が達成される。内側極部Ｂ１１
５に隣接する外側ポールピースＢ１０３及びＢ１０４の内側の端部は、内側極部Ｂ１１５
の内側の同様の角度又は湾曲に対応して曲がっているか又は湾曲している。この構成は、
コイル巻線を貫通させるために外側ポールピースと内側ポールピースとの間に２つのほぼ
湾曲した磁束間隙Ｂ１２２を形成する。特に、コイル巻線Ｂ１０６は、間隙Ｂ１２２の曲
率に対応するように実質的に湾曲した形状を有する。このようにして、振動板の回転中、
回転位置に関係なく振動板に実質的に均一なトルクが加えられる。間隙Ｂ１２２は、振動
板のいくつかの回転位置において動作中に、コイル巻線Ｂ１０６をベース・ブロックＢ１
１５内に延ばすことができるように、ベース・ブロックＢ１０５の対応する湾曲窪み部Ｂ
１２３と位置合わせされる。
【１４１４】
３．３．１ｆ　振動板構造
　この実例では、ヒンジ組立体は、組立体の両側に一対のフレキシブル・ヒンジ要素を含
み、比較的実質的に厚い振動板構造を支持する。例えば、振動板本体は、回転軸から振動
板本体の最遠位周辺部までの長さの１５％より大きい最大厚さ、又はより好ましくは回転
軸から振動板本体の最遠位周辺部までの長さの２０％より大きい厚さを含むことができる
。これに代えて又はそれに加えて、振動板本体は、例えばセクション２．２の実施例Ａの
ために定義されているように、本体の最大寸法（例えば、本体を横切る対角線長さ）の約
１１％より大きい、又はより好ましくは最大寸法の約１４％より大きい最大厚さを含むこ
とができる。振動板撓み共振モードに適切に耐えるジオメトリを提供するために、比較的
厚い振動板構造が必要とされる。振動板の純粋な並進に抵抗するのに有効なヒンジ組立体
と組み合わせて使用すると、広帯域にわたって望ましくない共振モードに特に耐性のある
オーディオ・トランスデューサが得られる。この実例では、振動板本体の厚さＢ２１４は
約４．２ｍｍでもよく、これは例えば振動板本体の長さの２８％であり得る。この厚さは
、剛性が改善された構造を提供し、共振モードを作動範囲外に押し上げるのを助ける。振
動板本体のジオメトリは、ほぼ平面である。振動板本体Ｂ１１８の冠状面は、振動板本体
が回転すると大量の空気を移動させるように、回転軸Ｂ１１６から実質的に外側に延ばす
。これは、回転慣性を大幅に低減し、効率と分割性能を向上させるためにテーパ状になっ
ている。好ましくは、振動板本体は、振動板組立体の質量中心Ｂ２２２から離れる方にテ
ーパ状になっている。
【１４１５】
　この実施例では、オーディオ・トランスデューサは、例えば、本発明の構成Ｒ１の振動
板構造に関連して説明したような剛性振動板構造を含むことができる。構成Ｒ１の振動板
構造の特徴及び態様は、本明細書のセクション２．２に詳細に記載されており、これは参
照により本明細書に組み込まれる。この振動板構造の簡単な説明のみを簡潔にするために
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以下に示す。この振動板構造は、本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書のセクシ
ョン２．２の構成Ｒ１～Ｒ４又はセクション２．３の構成Ｒ５～Ｒ７に記載されているよ
うな任意の振動板構造で置き換えてもよいことが理解されるであろう。
【１４１６】
　図Ｂ１ａ～ｆを参照すると、上述のヒンジ・システムＢ１０７を組み込んだオーディオ
・トランスデューサは、サンドイッチ振動板構造を含む振動板構造を有する振動板組立体
Ｂ１０１をさらに含む。この振動板構造は、動作中に本体の面又はその近傍で受ける圧縮
－引張応力に抵抗するために、振動板本体の主面Ｂ１２１の少なくとも１つに隣接して振
動板本体に結合された実質的に軽量のコア／振動板本体Ｂ１１２と外側垂直応力補強材Ｂ
１１０／Ｂ１１１とで構成される。垂直応力補強材Ｂ１１０／Ｂ１１１は、本体の外部で
（図示の例のように）少なくとも１つの主面Ｂ１２１に結合され、又は本体の内部で少な
くとも１つの主面Ｂ１２１に直接隣接して実質的に最も近くで、動作中に圧縮－引張応力
に十分に抵抗する。垂直応力補強材は、動作中に本体が受ける圧縮－引張応力に抵抗する
ために、振動板本体Ｂ１１２の対向する主前面及び後面Ｂ１２１それぞれに設けられた補
強部材Ｂ１１０／Ｂ１１１を含む。
【１４１７】
　振動板構造は、コア内に埋め込まれ、動作中に本体が受けるせん断変形に抵抗し及び／
又は実質的に緩和するために、主面Ｂ１２１の少なくとも１つに対してある角度で配向さ
れた少なくとも１つの内側補強部材Ｂ１１３をさらに含む。内側補強部材Ｂ１１３は、好
ましくは、１つ又は複数の外側垂直応力補強部材Ｂ１１０／Ｂ１１１（好ましくは両側、
すなわち各主面）に取り付けられる。内側補強部材は、動作中に本体が受けるせん断変形
に抵抗し及び／又は緩和するように作用する。好ましくは、振動板本体のコア内に分布さ
せた複数の内側補強部材Ｂ１１３がある。
【１４１８】
　コアＢ１１２は、３次元で変化する相互接続された構造を含む材料から形成される。コ
ア材料は、発泡体又は規則正しい３次元格子構造材料であることが好ましい。コア材料は
、複合材料を含むことができる。好ましくは、コア材料は発泡ポリスチレン発泡体である
。
【１４１９】
　いくつかの実施例では、この例示的なトランスデューサの振動板構造の内側応力補強材
が排除されてもよい。
【１４２０】
　このヒンジ・タイプは、回転追従性及び／又は最大可動域を妥協することなく少なくと
も一方向の並進変位に対して高度な支持を提供することができるので、この振動板構造は
、上述のフレキシブル・ヒンジ組立体と組み合わせて特にうまく動作することによって、
望ましくない共振を最小限に抑えるように最適化される。
【１４２１】
　この構成では、内部補強材は、内部せん断を最小限に抑えることによって振動板の分割
共振に対応する。ヒンジ組立体は並進に対する抵抗力を提供し、それにより振動板全体の
分割共振モードに対応するとともに、広い振動板可動域及び低い基本共振周波数を可能に
する。
【１４２２】
　実施例Ｂのこの実例では、振動板構造は、低密度コアＢ１１２の５つのくさびの間に４
つの角度のついた角度タブＢ１１４に沿って積層された４つの内側補強部材Ｂ１１３を含
む。これらの部品は、例えばエポキシ接着剤のような接着剤を使用するなど、堅固な連結
のための任意の適切な方法を使用して取り付けられる。垂直応力補強材は、振動板本体の
主面Ｂ１２１に取り付けられた薄い平行支柱Ｂ１１１を含み、内側補強部材Ｂ１１３と整
列し、上側支柱・プレートＢ３０５に連結する。２つの対角線支柱Ｂ１１０を含む付加的
な垂直応力補強材は、振動板本体の同じ主面Ｂ１２１を横切るように平行支柱Ｂ１１１の
上部全体にわたって交差構造で取り付けられ、また上側支柱・プレートＢ３０５に連結さ
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れる。振動板本体の他方の主面Ｂ１２１には、支柱Ｂ１１０及びＢ１１１も、下側ベース
・プレートＢ３０７に連結されることを除いて同様の方法で取り付けられている。支柱は
、好ましくは、約９００ＧＰａのヤング率（マトリックスバインダーなし）を有する超高
弾性率炭素繊維、例えばＭｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｄｉａｌｅｄから製造される。これらの
部品は、接着剤、例えばエポキシ接着剤を用いるなどの任意の適切な連結方法を使用して
互いに取り付けられる。構成Ｒ１～Ｒ４の振動板構造に対して定義されるように、他の形
態の内側及び外側補強材、コア材料及び取り付け方法が可能であることが理解されるであ
ろう。
【１４２３】
　振動板構造は、以下のようにしてヒンジ組立体Ｂ１０７に結合される。（４つの角度タ
ブＢ１１４の面を含む振動板本体の厚い端部における）振動板本体の端面は、ヒンジ組立
体Ｂ１０７の振動板ベース・フレームの主ベース・プレートＢ３０３に堅固に結合される
。薄い平行支柱Ｂ１１１を含む垂直応力補強材は、上側支柱・プレートＢ３０５に連結さ
れている。２つの対角線支柱Ｂ１１０を含む追加の垂直応力補強材もまた、上側支柱・プ
レートＢ３０５に取り付けられる。他方の主面Ｂ１２１では、支柱Ｂ１１０及びＢ１１１
がヒンジ組立体の下側ベース・プレートＢ３０７に取り付けられている。
【１４２４】
　厚く低密度の振動板本体コアＢ１１２の外側に連結された比較的高い弾性率／剛性支柱
Ｂ１１０及びＢ１１１の使用は、再び前面対後面の支柱の間で達成される分離に関連する
第２のモーメントの領域の利点を最大にする厚いジオメトリのために、振動板の剛性に関
して有用な複合構造を提供する。
【１４２５】
　動作中、振動板本体Ｂ１１２は、回転／振動に伴って空気を移動させるので、はっきり
と非多孔性であることが要求される。この実例では、振動板本体は、適度に高い特定の弾
性率と１６ｋｇ／ｍ３の低密度のためにＥＰＳ発泡体から形成される。振動板本体コア材
料は、好ましくは、振動板の先端付近のような重要な場所に大きな閉塞を含まない。ＥＰ
Ｓ材料の特性は、振動板分割の改善を促進するのに役立つ。剛性性能により、コアＢ１１
２は、コアＢ１１２がなければＦＲＯ内の周波数で局部的な横方向の共振を被るほど薄い
炭素繊維支柱Ｂ１１０及びＢ１１１に何らかの支持を提供することができる。積層された
内側補強部材Ｂ１１３は、改善された振動板せん断剛性を提供する。各内側補強部材の面
の向きは、好ましくは、振動板が移動する方向にほぼ平行であり、振動板本体Ｂ１１９の
長手方向にもほぼ平行である。内側補強部材Ｂ１１３が振動板本体のせん断剛性を補助す
るために、各内側補強部材の両側に配置された平行炭素繊維支柱Ｂ１１１に対して適度に
堅固な連結が行われることが必要である。また、振動板のベース端部において、内側補強
部材Ｂ１１３から主ベース・プレートＢ３０３への連結は堅固であることが好ましく、こ
の堅固さを補助するために、角度タブＢ１１４が使用される。各タブＢ１１４は、各内側
補強部材Ｂ１１３に連結するための大きな接着表面領域を有し、せん断力はタブのコーナ
ーの周りに伝達され、他方の側は主ベース・プレートＢ３０３に連結されている他の大き
な接着表面領域である。
【１４２６】
　この実施例では、ヒンジ・システム構成は、振動板組立体の中立位置／状態において、
振動板構造がトランスデューサ・ベース構造の長手方向軸に対してある角度で延びるよう
に配向されるようになっている。この角度は、好ましくは鈍角であるが、実質的に直交し
ていても鋭角であってもよい。振動板本体とトランスデューサ・ベース構造との間の相対
的な向きは、より小型のデバイスを提供するために、オーディオ・トランスデューサの全
体的なサイズに影響を及ぼす。この特定の実例では、オーディオ・トランスデューサは、
比較的小さい寸法であってもよい。例えば、（回転軸から測定される）振動板本体幅Ｂ２
１５及び振動板本体長さＢ２１３は、両方とも約１５ｍｍであってもよい。しかしながら
、用途及び必要とされるＦＲＯに応じて多くの他のサイズも可能であり、本発明はこれら
の寸法に限定することを意図していない。
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【１４２７】
３．３．１ｇ　振動板構造ハウジング
　図Ｂ４（ａ～ｆ）は、振動板ハウジングにマウントされ図Ｂ－１（ａ～ｆ）に示されて
いる「実施例Ｂ」のオーディオ・トランスデューサを示し、周囲部Ｂ４０１、主グリルＢ
４０２及び２つの側部補強材Ｂ４０３を含む。オーディオ・トランスデューサの組み立て
られた形態では、振動板ハウジングは、振動板構造Ｂ１０１及びトランスデューサ・ベー
ス構造を実質的に包囲している。周囲部は、ポリカーボネート・プラスチックなどのプラ
スチック材料で作ることができ、主グリル及び側部補強材は、打ち抜きプレス・アルミニ
ウムで作ることができる。代替的に、これらの部品は、レーザ切断又は焼結のような別の
プロセスによって作製することができ、より剛性の主グリル及び側部補強材を周囲部内に
インサート成形することができる。代替的に、これらの部品の全てを、アルミニウムのよ
うな材料でできた単一の一体部品に組み合わせて、焼結することができる。他の材料、構
成及びプロセスも可能であり、本発明はこれらの実例に限定することを意図していない。
【１４２８】
　周囲部Ｂ４０１の内面は、任意の適切な方法を使用してトランスデューサ・ベース構造
のベース・ブロックＢ１０５の対応する外面に堅固に結合される。この実例では、エポキ
シ接着剤などの接着剤を使用して、周囲部Ｂ４０１をベース・ブロックＢ１０５に結合す
る。周囲部の内面はまた、好ましくは、外側ポールピースＢ１０３及び磁石Ｂ１０２の外
面に堅固に結合される。周囲部は、組み立てられた状態において、振動板構造の側部と周
囲部Ｂ４０１との間に約０．０１ｍｍ～１ｍｍの、例えば０．３ｍｍ（しかしながらこの
間隙の大きさは用途に依存することが理解されるであろう）の（オーディオ・トランスデ
ューサ組立体全体の全体サイズと比較して）比較的小さい空気間隙Ｂ４０６が存在するよ
うに、また、振動板の先端と周囲部Ｂ４０１との間に比較的小さい空気間隙Ｂ４０５（例
えば、側部に隣接するものと同様のサイズの間隙）が存在するように、トランスデューサ
・ベース構造及び振動板構造に対して整形され、サイズを設定される。
【１４２９】
　断面図Ｂ４ｅは、周囲Ｂ４０１が、振動板本体の先端に（小さな空気間隙Ｂ４０５を有
して）隣接して位置するように構成された端部に曲面を有することを示す。この湾曲の半
径の中心は、振動板が回転するにつれて実質的に均一な空気間隙Ｂ４０５が周囲部と振動
板本体の自由端部／先端との間に維持されるように、オーディオ・トランスデューサの回
転軸Ｂ１１６にほぼ位置する。空気間隙Ｂ４０６及びＢ４０５は、通常運転中に存在する
圧力差によって大量の空気が通過するのを防止するように小さい。
【１４３０】
　周囲部Ｂ４０１は、障壁やバッフルとして機能する壁を有し、背面からの逆位相放射に
よる振動板の前面からの放射の打ち消しを低減する。用途に応じて、前方及び後方の音の
放射の打ち消しをさらに低減するために、トランスデューサ・ハウジング（又は他のバッ
フル構成要素）も望ましい場合があることに留意されたい。
【１４３１】
　主グリルＢ４０２及び２つの側部補強材Ｂ４０３は、エポキシ接着剤を介するなどの任
意の適切な方法を使用して周囲Ｂ４０１に堅固に取り付けられ、又は代替で周囲部と一体
的に形成される。主グリル及び２つの側部補強材もトランスデューサ・ベース構造に堅固
に取り付けられる。これらの振動板ハウジング構成要素は全てトランスデューサ・ベース
構造に堅固に取り付けられるので、ベース構造組立体である結合された構造は、有害な共
振モードがＦＲＯを超えて発生し得るように十分に剛性である。これを達成するためには
、結合された構造の全体的なジオメトリは、好ましくは短く、スクワット状である。また
、振動板の周りに延びる振動板ハウジングの領域は、周囲部Ｂ４０１のプラスチック構成
要素を支持する硬いケージを形成する主グリルＢ４０２及び側部補強材Ｂ４０３に組み込
まれた三角形のアルミニウム・支柱の使用によって補強される。
【１４３２】
　上述したように、トランスデューサ・ベース構造は、前方から後方に移動する空気を効
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果的にシールするために、振動板の周囲に狭い間隙Ｂ４０５及びＢ４０６を有する振動板
ハウジングに堅固にマウントされている。振動板ハウジングは、振動板ハウジングを十分
に剛性にするために、好ましくは少なくとも１つがアルミニウム又はマグネシウムなどの
金属が有するような高い特定の弾性率を有する１つ又は複数の構造材料で作られる。好ま
しくは、この材料は、少なくとも８ＭＰａ／（ｋＧ／ｍ３）、又はより好ましくは少なく
とも２０ＭＰａ／（ｋＧ／ｍ３）の特定の弾性率を有する。好ましくは、上記のオーディ
オ・トランスデューサに堅固にマウントされたときに、振動板ハウジング共振モード及び
振動板ハウジング／オーディオ・トランスデューサ・システム共振の両方が高周波数で、
好ましくはＦＲＯを超える周波数で発生し、上記の堅固なマウンティングを介して、次い
で上記の剛性ヒンジ組立体を介して軽量の振動板に伝達され、次いで振動板の軽さによっ
て機械的に増幅されたあらゆる共振によって引き起こされるオーディオ劣化は、はっきり
とは聞こえなくなることである。
【１４３３】
　この実施例では、振動板構造は、この実例の振動板ハウジング／トランスデューサ・ベ
ース構造である周囲構造の内部と少なくとも部分的に物理的に連結しない周辺部を含む。
振動板構造に関連して物理的に連結しない周辺部は、本明細書のセクション２．３に詳細
に記載されている。この実例では、振動板構造のほぼ全周は、ハウジングと物理的に連結
せず、間隙によって示されるようにハウジングの内壁から離間している。しかし、いくつ
かの変形例では、振動板構造の周辺部は、ハウジングと部分的にのみ物理的に連結しない
が、依然としてはっきりとは物理的に連結しないこともある。例えば、振動板構造の１つ
又は複数の周辺領域は、ハウジングの内部と物理的に連結しなくてもよく、また、全体的
に、１つ又は複数の周辺領域は、周辺部のための振動板構造の長さ又は周辺の少なくとも
ほぼ２０％を、はっきりとは物理的に連結しないように構成する。好ましくは、ハウジン
グの内部と物理的に連結しない１つ又は複数の周辺領域は、外周部の少なくともほぼ３０
％を構成する。より好ましくは、振動板構造の外周部は、例えば、外周部の長さ又は外周
の少なくとも５０パーセントに沿って、又は最も好ましくは外周部の長さ又は外周の少な
くとも８０パーセントに沿って、実質的に物理的に連結しない。
【１４３４】
　他の構成では、実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサは、振動板ハウジングを含ん
でおらず、オーディオ・トランスデューサは、例えば、実施例Ａ又はセクション４．２に
記載されている実施例Ｅに関して説明したハウジング及びデカップリング・マウンティン
グ・システム又は本明細書のセクション４．３に概説された原理に従って設計された任意
のデカップリング・マウンティング・システムと同様に、デカップリング・マウンティン
グ・システムを介してトランスデューサ・ハウジングに収容される。
【１４３５】
３．３．２　代替ヒンジ・システム
　実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサのヒンジ組立体Ｂ１０７について説明した原
理に従って設計された撓みヒンジ・システムで使用することができるヒンジ組立体の変形
例を、図Ｃ１～Ｃ１１を参照して説明する。特に明記しない限り、ヒンジ組立体Ｂ１０７
の特徴は以下の変形例にも当てはまり、ほとんどの場合、相違点のみを簡潔に説明する。
例えば、これらの変形の大部分は、これが好ましいにもかかわらず、振動板に取り付けら
れた変換機構力発生構成要素を示さない。
【１４３６】
３．３．２ａ　曲げヒンジ接続部
　図Ｃ１（ａ～ｅ）は、本発明のヒンジ組立体Ｃ１０２に連結された振動板構造Ｃ１０１
を有する、例えば実施例Ｂに記載されたようなオーディオ・トランスデューサの概略図を
示す。このヒンジ組立体Ｃ１０２は、一方の側が振動板構造Ｃ１０１に連結し、他方の側
が２つのフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ１０５ａ及びＣ１０５ｂを含むヒンジ接続部Ｃ１０
５に連結する振動板ベース・フレームＣ１０３を含む。振動板ベース・フレームＣ１０３
は、実施例Ｂに関連して上述したヒンジ組立体Ｂ１０７の振動板ベース・フレームと同じ
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であってもよいし同様であってもよい。代替的に、振動板ベース・フレームは、例えば実
施例Ａ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔ、Ｗ及びＸのオーディオ・トランスデューサに関連して記載
された任意の振動板ベース・フレームと同じであってもよいし同様であってもよい。
【１４３７】
　図Ｃ１ｅに示すように、ヒンジ組立体のプロファイルは、実施例Ｂのオーディオ・トラ
ンスデューサに関連して説明したヒンジ組立体Ｂ１０７のものと同様であるが、組立体の
両側に１つずつ配置した２つのヒンジ構造を有するのではなく、このヒンジ組立体の変形
例Ｃ１０２は、組立体の長さのかなりの部分にわたって延ばし、関連する振動板構造Ｃ１
０１の幅のかなりの部分にわたってまたがるように構成された単一の長手方向ヒンジ組立
構造を含む。この設計は、回転軸の両端部における拘束を提供し、所望の単一自由度の結
果を達成する。互いに傾斜した単一の一対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ１０５ａ及びＣ
１０５ｂは、その場で振動板構造の幅にわたって延ばす。この変形例の好ましい実装にお
いて、一対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ１０５ａ及びＣ１０５ｂは、互いに実質的に垂
直に／直交するように配向され、振動板側の振動板ベース・フレームＣ１０３に隣接する
接合部Ｃ１０７に堅固に結合される。上記のヒンジ組立体Ｂ１０７について説明したよう
に、他の相対角度も可能であることが理解されるであろう。ヒンジ要素Ｃ１０５ａ及びＣ
１０５ｂは、それらのそれぞれの平面内の張力／圧縮力に抵抗することができるが、それ
らのそれぞれの平面に垂直な力に応じて撓み／変形することができるように、実質的に平
面であり薄い。各ヒンジ要素Ｃ１０５ａ、Ｃ１０５ｂの対向する端部は、単一の連結ブロ
ックＣ１０４をトランスデューサ・ベース構造側に堅固に結合する。連結ベース・ブロッ
クＣ１０４は、振動板構造の幅のかなりの部分にわたって延びるように構成された単一の
長手方向ブロックである点を除いて、ヒンジ組立体Ｂ１０７に関して説明したベース・ブ
ロックＢ２０５及びＢ２０６と同様である。組み立てられた形態で、動作中、振動板は、
ほぼ回転軸Ｃ１０７の周りを回転するように構成される。Ｃ１０９は振動板本体の冠状面
を示し、Ｃ１０８は振動板本体の矢状面を示す。
【１４３８】
　ヒンジ組立体Ｃ１０２は、例えばチタンのワイヤ放電加工（ＷＥＤＭ）を使用すること
を含む、上記のセクション３．３．１ｂに記載されるような任意の適切な材料及び方法か
ら製造され得る。
【１４３９】
　図Ｃ２（ａ～ｄ）は、本発明のヒンジ組立体の他の変形例を示す。図は、ヒンジ組立体
に堅固に結合された振動板組立体Ｃ２０１の概略図を示す。ヒンジ組立体は、ヒンジ組立
体Ｂ１０７について説明した振動板ベース・フレームと同じ又は同様の振動板ベース・フ
レームＣ２０２を含む。特に、振動板ベース・フレームは、振動板構造及び好ましくは上
述のような関連するコイル巻線も含む振動板組立体を堅固に結合するように構成される。
振動板ベース・フレームは、アルミニウムのような組立体Ｂ１０７に関して既に説明した
ような任意の適切な材料で作ることができる。本明細書では、各ヒンジ接続部を振動板構
造に結合するための構成要素を表すために、例示目的で振動板ベース・フレームが示され
ていることが理解されるであろう。代わりに、他の構成要素を使用してもよく、及び／又
はヒンジ接続部を振動板構造に直接結合してもよいことが理解されるであろう。
【１４４０】
　ヒンジ組立体はさらに、ヒンジ組立体の振動板ベース・フレーム端部に連結された単一
の対のフレキシブル・ヒンジ部材Ｃ２０４及びＣ２０５を含む。ヒンジ部材の対向する端
部は、トランスデューサ・ベース構造を結合する（及びその一部を形成する）ように構成
された連結ブロックＣ２０３に堅固に結合される。各ヒンジ部材Ｃ２０４及びＣ２０５は
、互いに対して傾斜した一対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ２０４ａ、ｂ及びＣ２０５ａ
、ｂをそれぞれ有する。ヒンジ要素の各対は、ヒンジ接続部を形成する。この実例では、
組立体の両側に２つのヒンジ接続部が設けられ、接続部の対応する要素が同じ部材／シー
ト材料によって形成されている。各ヒンジ部材Ｃ２０４、Ｃ２０５は、その場で振動板構
造の幅のかなりの部分をわたって延びるように構成される。この変形例の好ましい実施例



(212) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

では、一対のフレキシブル・ヒンジ部材と、各接続部の一対のフレキシブル・ヒンジ要素
は、互いに実質的に垂直に／直交するように配向されている。上記のヒンジ組立体Ｂ１０
７について説明したように、他の相対角度も可能であることが理解されるであろう。ヒン
ジ要素は、それらのそれぞれの平面内の張力／圧縮力に抵抗することができるが、それら
のそれぞれの平面に垂直な力に応じて撓み／変形することができるように、実質的に平面
であり薄い。その場で、ヒンジ要素は、好ましくは、意図された回転軸に実質的に平行な
軸の周りで実質的にフレキシブルであるだけである。連結ブロックＣ２０３は、フレキシ
ブル・ヒンジ要素の端部を結合するための傾斜面を有するくさび形である。ブロックＣ２
０３は、アルミニウムなどのヒンジ組立体Ｂ１０７について説明したような任意の適切な
材料から形成することができる。
【１４４１】
　各フレキシブル・ヒンジ部材Ｃ２０４、Ｃ２０５は、部材の幅のかなりの部分にわたっ
て中央で延びる中央窪み部を備え、それにより、狭い幅（第１のヒンジ部材のＣ２０４ａ
／Ｃ２０５ａ及び第２のヒンジ部材のＣ２０４ｂ／Ｃ２０５ｂ）の２つのフレキシブル・
ヒンジ要素を形成する。したがって、この実例では、ヒンジ要素は共通部材の部分であり
、全体として、それらは、振動板組立体Ｃ２０１の両側に配置された二対のフレキシブル
・ヒンジ接続部を形成する。いくつかの実施例では、これらのヒンジ要素は別個であって
もよく、中央ブリッジによって連結されなくてもよい。このヒンジ組立体では、振動板組
立体Ｃ２０１は、ほぼ回転軸Ｃ２１２の周りを回転するように構成される。Ｃ２１１は振
動板本体の冠状面を示し、Ｃ２１０は振動板本体の矢状面を示す。
【１４４２】
　二対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ２０４ａ／Ｃ２０４ｂ及びＣ２０５ａ／Ｃ２０５ｂ
によって形成される２つのヒンジ接続部は、実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサの
ヒンジ組立体Ｂ１０７について説明した２つのヒンジ接続部Ｂ２０１及びＢ２０３と同様
である。この実例では、フレキシブル・ヒンジ部材、ベース・フレームＣ２０２及び連結
ブロックＣ２０３は一体的に形成することができるが、好ましくは、ヒンジ組立体のこれ
らの部分は別個であり、任意の適切な剛性固定機構を介して互いに連結される。例えば、
ヒンジ組立体を形成するために、フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ２０４ａ、Ｃ２０４ｂ、Ｃ
２０５ａ及びＣ２０５ｂは、チタンなどの材料の単一シートからスタンピング又はレーザ
切断し、次にシートを９０度などの所望の相対角度だけ折り曲げることによって製造する
ことができる。折り曲げ部のコーナーは、次に、接着剤などの任意の適切な固定方法、例
えばエポキシ接着剤を使用して、振動板ベース・フレームＣ２０２に取り付けることがで
きる。この折り曲げ部は、振動板ベース・フレームＣ２０２のかなりの部分又は全幅にわ
たって延びているので、固定（例えば、接着）表面積が改善される。ヒンジ要素の対向す
る端部は、ヒンジ組立体Ｂ１０７について説明した任意の適切な固定方法、例えば適切な
接着剤を介して、連結ブロックＣ２０３のそれぞれの縁部に連結される。連結ブロックＣ
２０３は、ヒンジ要素との連結表面積を増大させるために、傾斜表面の両端部に平坦又は
実質的に平面の縁部領域を含む。フレキシブル・ヒンジ要素の反対側の端部（トランスデ
ューサ・ベース構造側）も、オーディオ・トランスデューサのかなりの部分又は全幅にま
たがり、改善された連結（例えば、接着）表面積を提供する。
【１４４３】
　フレキシブル・ヒンジ要素の厚さは、（平らなシートから切断された）その長さ及び幅
に沿って実質的に均一及び／又は一貫しているので、全ての連結接続部に応力集中部が存
在し、連結の失敗、撓み破断又は割れクリーキングの恐れがある。これを防止するために
、各フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ２０４ａ、Ｃ２０４ｂ、Ｃ２０５ａ、Ｃ２０５ｂの幅は
、連結ブロックＣ２０３及び振動板ベース・フレームＣ２０２との連結接続部に隣接する
位置で増加させる。言い換えれば、フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ２０４ａ、Ｃ２０４ｂ、
Ｃ２０５ａ、Ｃ２０５ｂのそれぞれの端部は、より強い連結を実現するようにフランジ加
工されている。フランジ領域／小さな半径は、振動板が回転するにつれてフレキシブル・
ヒンジ要素内の応力が狭い中央領域の応力と比較して振動板ベース・フレームＣ２０２及
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び連結ブロックＣ２０３の両方への連結の領域内で減少するように、連結の各領域の近く
で各フレキシブル・ヒンジ要素を徐々に広げるために使用される。例えば、フレキシブル
・ヒンジ要素Ｃ２０５ａは、連結ブロックＣ２０３に連結する領域Ｃ２０９で２つの半径
を使用することによって徐々に広がる（すなわち、フランジを含む）。フレキシブル・ヒ
ンジ部分Ｃ２０５ａはまた、振動板ベース・フレームＣ２０２に連結する領域Ｃ２０８で
２つの半径を使用することによって徐々に広がる（すなわち、フランジを含む）。他の３
つのフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ２０４ａ、Ｃ２０４ｂ及びＣ２０５ｂもまた、連結領域
に同様のフランジを含む。
【１４４４】
　図Ｃ３は、図Ｃ２に関連して上述したものと同様のさらに他の代替のヒンジ組立体を示
す。この変形例では、ヒンジ接続部Ｃ３０１は、振動板組立体Ｃ２０１がその静止／中立
位置にあるときに自然に曲がった状態にある２つのフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ３０１ａ
及びＣ３０１ｂを含む。振動板Ｃ２０１が時計回りに回転し始めると、フレキシブル・ヒ
ンジ要素Ｃ３０１ａが真っ直ぐになり始め、フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ３０１ｂがより
曲がる。同様に、振動板Ｃ２０１が中立位置から反時計回りに回転し始めると、フレキシ
ブル・ヒンジ要素Ｃ３０１ｂが真っ直ぐになり始め、フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ３０１
ａがより曲がる。フレキシブル・ヒンジ要素は、曲げ／座屈を伴わない引張及び圧縮力の
抵抗を助長し、その結果全ての並進モードを含む分割モード及び主振動板回転モード以外
の回転モードの周波数を増加させるので、中立状態でほんの僅かに曲がっていることが好
ましい。この変形例の連結ブロックＣ３０３は、フレキシブル・ヒンジ要素の傾斜端部に
連結するための傾斜縁部を含む。振動板組立体Ｃ２０１は、このヒンジ組立体を介してほ
ぼ回転軸Ｃ３０４の周りを回転するように構成され、同様のベース・フレームＣ２０２を
介してヒンジ組立体に連結される。わずかに曲がったフレキシブル・ヒンジ要素を有する
このヒンジ組立体は、真っすぐなフレキシブル・ヒンジ要素を有しそれ以外は全て等しい
ヒンジ組立体ほど好ましいものではない。
【１４４５】
　図Ｃ４は、本発明のフレキシブル・ヒンジ組立体のさらに他の変形例を示す。この実例
では、ヒンジ接続部Ｃ４０１は、振動板ベース・フレームＣ４０５から連結ブロックＣ４
０４に向かって延びる３つのフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ４０１ａ～ｃを含む。フレキシ
ブル・ヒンジ要素Ｃ４０１ａ、Ｃ４０１ｂ及びＣ４０１ｃは、組み合わされた効果によっ
てヒンジ組立体が３つの直交軸に沿った並進運動、及び、（回転軸を除く）２つの直交軸
の周りの回転運動に抵抗するように、実質的に平面であり相互に傾斜している。各ヒンジ
要素は、単一の長手方向構成要素であってもよく、又は、組立体の両側に少なくとも１つ
の部分を有する複数の長手方向に離間した（連結された又は切断された）部分を含んでも
よい。フレキシブル・ヒンジ要素は、半径方向に実質的に均一に、又は場合によっては不
均一に変位することができる。振動板ベース・フレームと連結ブロックとの間を連結する
、互いに角度を付けられた２つ以上のフレキシブル・ヒンジ要素が任意の数であってもよ
い。連結ブロックＣ４０４は、フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ４０１ａ～ｃの端部に連結す
るための鋭い窪み面を含む。振動板ベース・フレームは、各要素Ｃ４０１ａ～ｃの対応す
る端部に連結するための連結フランジを含む。連結ブロック及び／又は振動板ベース・フ
レームは、フレキシブル・ヒンジ要素の対応する端部を収容するための窪み部又は溝を含
むことができる。任意の適切な連結機構を使用して、はんだ付け又はエポキシ接着剤など
の接着剤を介してヒンジ要素を振動板ベース・フレーム及び／又は連結ブロックに連結す
ることができる。この組立体では、振動板組立体Ｃ２０１は、振動板ベース・フレームに
おけるヒンジ要素の端部に隣接する、ほぼ回転軸Ｃ４０６の周りを回転するように構成さ
れる。
【１４４６】
　図Ｃ５（ａ～ｅ）は、上述したヒンジ組立体Ｂ１０７の原理にしたがって設計されたフ
レキシブル・ヒンジ組立体のさらに他の変形例の概略図を示す。このヒンジ組立体は、互
いに対して傾斜し、その長さの中間で交差して（以下、「Ｘ撓み」ヒンジ接続部として参
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照する）「Ｘ」構成を形成する平面を有する少なくとも一対の実質的に平面のヒンジ要素
／プレートＣ５０５ａ及びＣ５０５ｂを含む。ヒンジ要素の各対は、互いに直交すること
が好ましいが、他の相対角度も可能である。この実例の好ましい構成では、（組立体Ｂ１
０７のヒンジ接続部の構成と同様に）振動板本体の両側に位置するようにヒンジ組立体の
各側に１つずつ、二対のＸ撓みヒンジ接続部がある。代替的に、単一の長手方向のＸ撓み
ヒンジ接続部を使用してもよいことが理解されるであろう。
【１４４７】
　振動板組立体Ｃ５０１は、上述した任意の適切な連結機構を介してコイル巻線Ｃ５０２
に取り付けられた振動板ベース・フレームＣ５０４に堅固に結合されている。フレキシブ
ル・ヒンジ要素Ｃ５０５ａ、Ｃ５０５ｂ、Ｃ６０１ａ及びＣ６０１ｂは、上述した任意の
適切な方法を介して、振動板ベース・フレームＣ５０４に堅固に連結された一方の端部／
縁部と、連結ブロックＣ５０３に堅固に連結された対向端部とを有する。フレキシブル・
ヒンジ要素の第１の対Ｃ５０５ａ及びＣ５０５ａは、ヒンジ組立体の一方の側で第１のＸ
撓み構造、ヒンジ接続部Ｃ５０５を形成し、フレキシブル・ヒンジ要素の第２の対Ｃ６０
１ａ及びＣ６０１ｂは、反対側で第２のＸ撓み構造、ヒンジ接続部Ｃ６０１を形成する。
このヒンジ組立体の回転軸Ｃ５０７は、フレキシブル・ヒンジ要素の各対の平面の交線に
ほぼ位置する。Ｃ５０８は振動板本体の冠状面を示し、Ｃ５０９は振動板本体の矢状面を
示す。
【１４４８】
　この実例では、振動板ベース・フレームは、各Ｘ撓み構造の実質的に分離された端部を
収容するための代替形態を含む。同様に、連結ブロックＣ５０３は、Ｘ撓み構造を収容す
るための代替形態を含む。
【１４４９】
　図Ｃ６（ａ～ｄ）は、図Ｃ５に関して上述したヒンジ組立体を示しているが、明確にす
るために連結ブロックＣ５０３は取り除いている。示されているように、各Ｘ撓み構造は
、互いに隣接し、接触しているが重なり合っていない一対のヒンジ要素を含む。この実例
の代替の構成では、ヒンジ要素は重なり合っていてもよく、又はわずかに離れていてもよ
い。ベース・フレームＣ５０４は、コイル巻線Ｃ５０２の上下の長手方向の内面に連結す
るための上下の側プレートと、振動板構造の対応する端面に連結するための上下の側プレ
ートの間を連結する端部プレートとを備えている。各フレキシブル・ヒンジ要素は、振動
板構造の端面の上縁部又は下縁部に隣接して連結するように構成される。
【１４５０】
　図Ｃ７（ａ～ｅ）は、ヒンジ組立体Ｂ１０７について説明した原理に従って設計された
ヒンジ組立体のさらに他の変形例を示す。この実例では、組立体は、少なくとも１つのヒ
ンジ接続部Ｃ７０２を含み、これにより互いに対して傾斜しているが両縁部で実質的に離
間している一対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ７０２ａ及びＣ７０２ｂを含む。言い換え
れば、各対のヒンジ要素は、ベース・フレームＣ７０６の端部と連結ブロックＣ７０１の
端部に間隔を置いて配置されている。この実例の好ましい構成では、２つのヒンジ接続部
Ｃ７０２及びＣ７０３が存在し、振動板本体Ｃ７１０の矢状面の各側に位置するように構
成され、各対は、冠状面Ｃ７０９の各側に１つのフレキシブル・ヒンジ要素を有し、振動
板組立体Ｃ５０１を吊り下げる。振動板ベース・フレームは、ヒンジ要素のそれぞれの端
部が連結する傾斜した外側リムをベース・フレームがさらに含むことを除いて、図Ｃ５及
びＣ６に示すヒンジ組立体について説明したものと同様である。この実例のフレキシブル
・ヒンジ要素Ｃ７０２ａ、Ｃ７０２ｂ、Ｃ７０３ａ、及びＣ７０３ｂは、振動板ベース・
フレームの長手方向リム縁部の１つに堅固に連結されている。各フレキシブル・ヒンジ要
素対について、一方のヒンジ要素は、その端部が振動板ベース・フレームＣ５０２の長手
方向縁部の一方に連結され、他方のヒンジ要素は、対応する端部が振動板ベース・フレー
ムＣ５０２の他方の対向する長手方向縁部に連結される。フレキシブル・ヒンジ要素の他
方の端部は、トランスデューサ・ベース構造を結合するように構成された連結ブロックＣ
７０１に連結される。連結ブロックＣ７０１に対するこのヒンジ組立体を有する振動板組
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立体の回転軸Ｃ７０７は、フレキシブル・ヒンジ要素の各対の平面のほぼ交点に位置する
。フレキシブル・ヒンジ要素の各対の平面間の角度Ｃ７０８は直交していてもよく、そう
でなければ他の角度でも十分である。この実例では、角度Ｃ７０８は約６０度である。９
０度の角度は、最低の望ましくない並進及び回転分割モードの周波数を上げるという点で
より良好に働くことがあるが、特定の用途では、少なくとも６０度の角度も適切に機能す
る。
【１４５１】
　図Ｃ８（ａ～ｄ）は、図Ｃ５及び図Ｃ６に関連して上述したものと同様のヒンジ組立体
のさらに他の変形例を示す（連結ブロックは示されていない）。この実例では、各Ｘ撓み
構造、例えばヒンジ接続部Ｃ８０１は、その幅のかなりの部分又は全体に沿って交差する
一対の重なり合うヒンジ要素Ｃ８０１ａ及びＣ８０１ｂを含む。この実例では、２つのＸ
撓み構造ヒンジ接続部Ｃ８０１及びＣ８０２は、振動板組立体の両側に配置されているが
、単一のＸ撓みヒンジ接続部が振動板組立体の幅に実質的に沿って延び得ることは理解さ
れるであろう。フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ８０１ａ及びＣ８０１ｂは、互いに対して直
交していてもよい。このヒンジ組立体の場合、振動板は、各ヒンジ接続部のヒンジ要素の
交点に配置された近似回転軸Ｃ８０３の周りを回転するように構成される。Ｃ８０４は振
動板本体の冠状面を示し、Ｃ８０５は振動板本体の矢状面を示す。
【１４５２】
　図Ｃ９（ａ～ｂ）は、図Ｃ８に示す組立体について説明したＸ撓み構造、ヒンジ接続部
Ｃ８０１の実例を示す。ヒンジ要素Ｃ８０１ａ／Ｃ８０１ｂは、幅全体にわたって一貫し
た断面を含むことができ、例えば、例えばチタンのワイヤ放電加工（ＷＥＤＭ）を使用し
て製造することができる。しかしながら、上述のように、他の製造方法及び形態も想定さ
れる。一方の平面上のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ８０１ａは、第１の平面にほぼ垂直な
他の平面のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ８０１ｂを通過し、これらは交点Ｃ９０３で連結
される。先に説明したように、ヒンジ要素の厚さは交点Ｃ９０３で増加し、応力集中部に
よる性能低下を緩和するのを助ける。
【１４５３】
３．３．２ｂ　ねじれヒンジ接続部
　図Ｃ１０（ａ～ｅ）は、ヒンジ組立体Ｂ１０７の原理に従って設計されたヒンジ組立体
のさらに他の変形例の概略図を示す。ヒンジ組立体は、少なくとも１つの長手方向の実質
的に弾性のあるねじれ部材を含み、これは、例えばトーション・ビームの形態であっても
よく、互いに角度をつけられそれらの交点で連結された一対のフレキシブルで弾性のある
長手方向ヒンジ要素を有していてもよい。
【１４５４】
　この実例の好ましい構成では、２つのヒンジ接続部Ｃ１００５及びＣ１００６を形成す
るために、振動板組立体Ｃ１００１の両側にねじれ部材が配置されている。各ねじれ部材
は、ねじれにおいて弾性があるが、圧縮、引張及びせん断の力に対して実質的に剛性／堅
固である。第１のねじれヒンジ接続部Ｃ１００５は、一対のヒンジ要素Ｃ１００５ａ及び
Ｃ１００５ｂを含み、第２のねじれヒンジ接続部Ｃ１００６は、一対のヒンジ要素Ｃ１０
０６ａ及びＣ１００６ｂを含む。二対のヒンジ要素は、（２つの別個のねじれ部材を形成
するために）別個であってもよく、振動板組立体の両側で連結されてもよく、代替で、こ
の二対は、振動板の幅全体にわたって延び、振動板の両側を実質的に越える単一のねじれ
部材を形成するために連結又は一体化されてもよい。この実例では、ヒンジ要素は、各接
続部内の単一のねじれ部材の部分である。各ねじれヒンジ接続部のヒンジ要素は、好まし
くは、互いに直交して角度付けされているが、他の角度も想定される。ヒンジ要素Ｃ１０
０５ａ／Ｃ１００５ｂ及びＣ１００６ａ／Ｃ１００６ｂの各対は、意図された回転軸に実
質的に平行な方向に振動板のそれぞれの側を実質的に越えて突出する／飛び出す。各ねじ
れ部材は、実質的にＬ字形の断面を含む。組み立てられた状態では、Ｌ字形部材の内面は
振動板組立体の方を向いている。このようにして、各対の一方のヒンジ要素は、振動板を
一方の面に隣接して又は一方の面に対して支持し、各対の他方のヒンジ要素は振動板の隣
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接面を支持する。各ねじれ部材の一端部は、振動板組立体Ｃ１００１の端面に堅固に連結
されている。このような連結は、他の実例で上述したように、直接的であっても振動板ベ
ース・フレームＣ１００２を介していてもよい。振動板組立体から遠位の各ねじれ部材Ｃ
１００６及びＣ１００５の終端は、それぞれ連結ブロックＣ１００４及びＣ１００３によ
って支持される。各連結ブロックＣ１００３、Ｃ１００４は、その場でトランスデューサ
・ベース構造に堅固に連結され、及び／又はトランスデューサ・ベース構造の一部を形成
する。
【１４５５】
　各ねじれ部材は、ビームのそれぞれのヒンジ要素の平面内の引張、圧縮及びせん断の力
に抵抗することができる実質的に剛性の材料及び／又はジオメトリから形成される。例え
ば、ねじれ部材は、チタンのようなかなり高い弾性率の材料から作られる。振動板ベース
・フレームＣ１００２及び連結ブロックＣ１００３、Ｃ１００４は、好ましくは、高い特
定の弾性率を有する実質的に剛性の材料から形成される。例えば、振動板ベース・フレー
ム及び連結ブロックは、チタンから形成されてもよいが、これらの構成要素の剛性を高め
るために、ねじれ部材に対してより厚く形成される。ねじれ部材は、任意の適切な連結方
法によって振動板ベース・フレームＣ１００２に堅固に連結され、例えば、エポキシ樹脂
のような適切な接着剤を用いて接着されてもよいし又は溶接されてもよい。ねじれ部材は
また、任意の適切な方法によって連結ブロックＣ１００３、Ｃ１００４に堅固に連結され
、例えば、エポキシ樹脂のような適切な薬剤を使用して接着されてもよいし又は溶接され
てもよい。振動板ベース・フレームＣ１００２は、例えば接着剤又は溶接のような任意の
適切な連結方法によって振動板組立体Ｃ１００１に堅固に連結される。また、連結ブロッ
クＣ１００３、Ｃ１００４は、接着剤又は溶接などの任意の適切な連結方法を介してオー
ディオ・トランスデューサのトランスデューサ・ベース構造に堅固に連結される。代替の
実施例では、上述の構成要素のための他の連結方法を使用してもよく、又は構成要素をい
くつかの構成で一体的に形成してもよいことが理解されるであろう。２つのねじれヒンジ
接続部Ｃ１００５及びＣ１００６は、ほぼ回転軸Ｃ１００９の周りを回転する比較的高い
追従性と、他の全ての回転方向及び並進方向における比較的低い追従性を提供し、これは
、関連する分割周波数をＦＲＯの範囲外に押し出すのに役立つ。Ｃ１０１０は振動板本体
の冠状面を示し、Ｃ１０１１は振動板本体の矢状面を示す。
【１４５６】
　図Ｃ１１（ａ～ｆ）は、図Ｃ１０に関連して説明したヒンジ組立体のねじれ部材の断面
形状／形態の変形を示す。これらの図に示される各ねじれ部材の設計は、ほぼ回転軸Ｃ１
１０１の周りの回転に対する比較的高い追従性と、他の全ての回転方向及び並進方向にお
ける比較的低い追従性／高い剛性とを達成する。換言すれば、各部材は実質的にねじれに
対して弾性でありフレキシブルであるが、張力、圧縮力及びせん断力に対して実質的に剛
性／堅固である。図Ｃ１１ａは、ビームの２つのヒンジ要素Ｃ１１０２ａ～ｂが互いに対
して傾斜し、それらの隣接端部で分離している／接触していないねじれヒンジ接続部Ｃ１
１０２を示す。一方のヒンジ要素は、振動板組立体の一方の面に結合されてよく、他方の
ヒンジ要素は、隣接する面に結合されてもよい。組み合わせで、ねじれヒンジ接続部を形
成する。図Ｃ１１ｂは、互いに対して傾斜した２つのフレキシブル・ヒンジ要素又は部分
Ｃ１１０３ａ～ｂを有する実質的に弓形／湾曲した長手方向の本体を含むねじれヒンジ接
続部Ｃ１１０３を示す。各ヒンジ要素は、この実施例では同じ部材の部分である。本体の
１つの縁部に隣接する第１のフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ１１０３ａは、振動板組立体の
第１の面を結合するように構成することができ、対向する縁部に隣接するセクション・フ
レキシブル・ヒンジ部分Ｃ１１０３ｂは、振動板組立体の第１の面に隣接する第２の面を
結合するように構成することができる。図Ｃ１１ｃは、互いに対して鋭角をなす２つのフ
レキシブル・ヒンジ要素Ｃ１１０４ａ～ｂを含むねじれヒンジ接続部Ｃ１１０４を示す。
Ｃ１１ｄは、回転軸Ｃ１１０１を形成する共通軸において交差し、一様に半径方向に離間
する３つのフレキシブル・ヒンジ要素Ｃ１１０５ａ～ｃを含むねじれヒンジ接続部Ｃ１１
０５を示す。図Ｃ１１ｅは、中央部分の反対側の２つの他のフレキシブル・ヒンジ部分Ｃ
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１１０６ａ及びＣ１１０６ｃに対して傾斜している中央フレキシブル・ヒンジ部分Ｃ１１
０６ｂを有するＵ字形又は蹄鉄形ねじれヒンジ接続部Ｃ１１０６を示している。図Ｃ１１
ｆは、本体が互いに対して傾斜した複数のヒンジ要素部分Ｃ１１０７ａ～ｄを含むように
、実質的に円筒形であるが本体の長さに沿って窪み部を有するねじれヒンジ接続部Ｃ１１
０７を示す。この実例では、互いに対して傾斜する単一の部材の複数の均一に間隔を置い
て配置されたフレキシブル・ヒンジ部分がねじれヒンジ接続部を形成している。
【１４５７】
　図Ｃ１～Ｃ１０及びＣ１１ｃ及びＣ１１ｄの実例では、一対のヒンジ要素間の向きの変
化は急である又は鋭い。一方、図Ｃ１１ｂ、Ｃ１１ｅ及びＣ１１ｆの実例では、ヒンジ要
素間の向きの変化は緩やか又は滑らかである。
【１４５８】
　図Ｃ１０及びＣ１１の実例では、ヒンジ要素は、ねじれ部材の壁又は複数の壁を形成す
る。いくつかの構成では、壁は実質的に平面であり、他の場合には壁は湾曲しているか又
は実質的に弓状である。例えば、図Ｃ１０ａ～ｅ、Ｃ１１ａ、Ｃ１１ｃ及びＣ１１ｄは実
質的に平坦な壁を有するねじれ部材を示し、図Ｃ１１ｂ、Ｃ１１ｅ及びＣ１１ｆは実質的
に湾曲した壁を有するねじれ部材を示す。
【１４５９】
　実施例Ｃ１１ｅ及びＣ１１ｆの場合に見られるように、フレキシブル要素が実質的にね
じれて動作する場合、回転軸Ｃ１１０１は、要素が占める平面の交点に必ずしも位置しな
くてもよいことに留意されたい。有限要素解析は、回転軸の位置を決定し得る方法の１つ
である。
【１４６０】
　図Ｃ１２は、図Ｃ１０に関連して説明したのと同様のヒンジ組立体のさらに他の変形例
を示す。このヒンジ組立体では、各ねじれヒンジ接続部Ｃ１２０１及びＣ１２０７は、各
長手方向のフレキシブル・ヒンジ要素が、要素の長さに沿って変化する断面厚さを含むこ
とを除いて、図Ｃ１０に関して説明したものと同様である。特に、各フレキシブル・ヒン
ジ要素Ｃ１２０１ａ、Ｃ１２０１ｂ、Ｃ１２０７ａ及びＣ１２０７ｂは、振動板ベース・
フレームＣ１００２及び／又は連結ブロックＣ１００３、Ｃ１００４を結合するように構
成された要素の部分における厚さが増加した領域を含む。各ヒンジ要素のより厚い部分と
薄い部分との間の接合部では、（例えば、位置Ｃ１２０３～Ｃ１２０６において）変化が
緩やかになるように、厚さの変化がテーパ状になり（例えば、これらの領域に半径が存在
する）、これにより、応力集中部による性能低下を緩和する。代替的な実施例では、厚さ
の変化が段階的であってもよいことが理解されるであろう。例えば、フレキシブル・ヒン
ジ要素Ｃ１２０１ａは、振動板ベース・フレームＣ１００２の近くで厚さが徐々に増加す
る領域Ｃ１２０５で小さな半径／テーパを有し、連結ブロックＣ１００４の近くで厚さが
徐々に増加する領域Ｃ１２０３で小さな半径／テーパを有する。同様に、撓みヒンジ要素
Ｃ１２０１ｂは、振動板ベース・フレームＣ１００２の近くで厚さが徐々に増加する領域
Ｃ１２０６において小さな半径／テーパを有し、連結ブロックＣ１００４の近くで厚さが
徐々に増加する領域Ｃ１２０４において小さな半径／テーパを有する。厚い部分は、図Ｃ
１０のオーディオ・トランスデューサの同様の領域と比較して、通常動作中に応力が少な
くなるので、これらの部分は、振動板ベース・フレームＣ１００２又は連結ブロックＣ１
００３及びＣ１００４に溶接されえるのではなく、接着されてもよい。代わりに、エポキ
シ接着剤を使用して、接着不良、クラック形成、及び動作中の部分的なクリーキング又は
破壊が生じるリスクを制限することができる。しかしながら、溶接のような代替の連結方
法を使用してもよいことが理解されるであろう。
【１４６１】
　図Ｃ１３は、各フレキシブル・ヒンジ要素が（要素の突出部分に）断面幅が縮小された
中間領域を含むことを除いて、図Ｃ１０について説明した組立体と同様のヒンジ組立体の
さらに他の変形例を示している。言い換えれば、各ヒンジ要素は、要素が振動板ベース・
フレームＣ１００２及び連結ブロックＣ１００３、Ｃ１００４に連結する領域において増
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加する断面幅を含む。これは、フレキシブル・ヒンジ要素Ｃ１３０１ａ、Ｃ１３０１ｂ、
Ｃ１３０７ａ、及びＣ１３０７ｂが、より幅の広い端部部分の間に延びる中間部分で狭く
なることを意味する。好ましくは、中間の狭い部分は、各要素の長さのかなりの部分を含
む。各ヒンジ要素のより幅の広い部分と狭い部分との間の接合部では、（例えば、領域Ｃ
１３０３、Ｃ１３０４、Ｃ１３０５及びＣ１３０６において）幅の変化はテーパ状であり
、これは断面が幅の広い領域から狭い領域へと徐々に変化し、逆もまた同様であることを
意味し、応力集中部による性能低下を緩和する。幅が広い部分は、図Ｃ１０のオーディオ
・トランスデューサの同様の領域と比較して、通常動作中に応力が少なくなるので、これ
らの部品は必ずしも振動板ベース・フレーム又は連結ブロックに溶接する必要はなく、代
わりに接着などの弱い連結方法を使用してもよい。記載された広がりは接着不良、クラッ
ク形成、及び動作中の部分的なクリーキング又は破壊が生じるリスクを制限することがで
きる。しかしながら、溶接のような代替の連結方法を使用してもよいことが理解されるで
あろう。
【１４６２】
　上記のねじれ部材の実例のそれぞれにおいて、ねじれ部材は、回転軸に対して実質的に
平行に且つ近接して延びるように配置され、振動板の冠状面に対して垂直な方向に高さを
有し、ミリメートルで測定された高さは、グラムで測定された振動板組立体の質量の約２
倍より大きいことが好ましい。好ましくは、ねじれ部材は、振動板に平行で軸に垂直な方
向の幅を有し、これは、ミリメートルで測定された場合に、グラムで測定された振動板組
立体の質量の約２倍より大きい。好ましくは、ねじれ部材は、グラムで測定された振動板
組立体の質量の約４倍より大きい、又はより好ましくは６倍より大きい、又は最も好まし
くは８倍より大きい、ミリメートルで測定された幅及び高さを有する。
【１４６３】
　上記のねじれ部材の実例のそれぞれに代えて、又はそれに加えて、各ねじれ部材の幅及
び高さは、回転軸から振動板構造／本体の最も遠位の周辺部までの振動板構造又は本体の
長さの３％より大きい。より好ましくは、幅及び高さは、（回転軸から最も遠位の周辺部
までの）振動板本体／構造に関連する長さの４％より大きい。好ましくは、１つ又は複数
のねじれ部材は、回転軸に垂直な方向の平均寸法を有し、それは、通常動作中に大きく変
形するねじりばね部材の長さの部分に沿って計算される、（多くの強度を加えない接着剤
及びワイヤを除く）平均断面積の平方根の２倍よりも大きく、又はより好ましくは通常動
作中に大きく変形するばねの長さの部分に沿って計算される平均断面積の平方根の３倍よ
り大きく、又はより好ましくは４倍より大きい。好ましくは、少なくとも１つ又は複数の
ねじれ部材は回転軸上又はその近くにマウントされ、組み合わされて、回転軸に垂直な任
意の方向の小さくて純粋な振動板の並進が生じるときに、少なくとも５０％の復元力を直
接提供する。
【１４６４】
３．３．３　実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサ
　簡単に図Ｄ１ｅを参照すると、本発明の代替のオーディオ・トランスデューサの実施例
において実装された上述の原理による撓みヒンジ組立体が示されている。この実施例のオ
ーディオ・トランスデューサは、ヒンジ・システムを介してトランスデューサ・ベース構
造Ｄ１０４にヒンジ結合された振動板組立体Ｄ１０１を含む。ヒンジ組立体は、図Ｃ７に
関連して説明したものと同様であり、少なくとも１つのフレキシブル・ヒンジ接続部Ｄ１
１２（好ましくは、振動板組立体の両側に配置された２つ）を含み、各ヒンジ接続部Ｄ１
１２は、互いに対して傾斜し、振動板組立体及びトランスデューサ・ベース構造Ｄ１０４
に堅固に結合された一対のフレキシブル・ヒンジ要素Ｄ１１２ａ及びＤ１１２ｂを含む。
図示されているように、ヒンジ要素Ｄ１１２ａ～ｂは、コイル巻線Ｄ１１６を一方の端部
で振動板組立体に連結するように結合し、トランスデューサ・ベース構造の反対側の端部
で連結ブロックＤ１１３を結合する。フレキシブル・ヒンジ要素の端部は、これらの領域
の連結を強化するために厚くされ及び／又は広げられる。各ヒンジ要素は、材料の平面に
おける圧縮力及び引張力に抵抗するように実質的に剛性の材料から形成される。また、各
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構造は、振動板組立体の意図された回転軸に直交する軸の周りの回転に抵抗することがで
きるが、振動板組立体の回転軸の周りの回転に関して適合する。各ヒンジ要素はまた、実
施例Ｂのヒンジ組立体Ｂ１０７について説明したように、一方の端部において振動板組立
体と密接に関連し、他方の端部においてトランスデューサ・ベース構造と密接に関連して
、トランスデューサのＦＲＯ内の望ましくない共振を最小限にする。
【１４６５】
　この特定の実施例では、振動板組立体は、半径方向に間隔を置いて配置された複数の振
動板構造を含む。振動板組立体は、剛性のサイド・フレームＤ１０７及びＤ１０８によっ
て、外側／外周部で連結された３つの振動板Ｄ１０１、Ｄ１０２及びＤ１０３を含み、剛
性のサイド・フレームＤ１０７及びＤ１０８は、コイル巻線Ｄ１１６に連結される。各サ
イド・フレームは、アルミニウムから構成することができる。各振動板構造は、コアＤ１
１８、Ｄ１１９及びＤ１２０と、各振動板本体の主面上の垂直応力補強材Ｄ１０９、Ｄ１
１０、Ｄ１１１と、セクション２．２における構成Ｒ１～Ｒ４の振動板構造に記載される
ような各振動板内に埋め込まれた内側せん断応力補強材と、を含む。振動板構造は、本明
細書のセクション２．３で定義されるように物理的に連結しない外周部を含む。
【１４６６】
　トランスデューサ・ベース構造は、磁石Ｄ１０４、外側ポールピースＤ１０５及びＤ１
０６、ベース・ブロックＤ１１３、及び内側ポールピースＤ１１７を含む。ヒンジ・シス
テムの各フレキシブル・ヒンジ要素は、一方の端部Ｄ１１５がコイル巻線Ｄ１１６に堅固
に取り付けられ、他方の端部Ｄ１１４がベース・ブロックＤ１１３に堅固に取り付けられ
ている。Ｄ１２５は、振動板組立体の矢状面及び３つの振動板構造の全てを示す。Ｄ１２
１は、振動板Ｄ１０１の冠状面を示す。Ｄ１２２は、振動板Ｄ１０２の冠状面を示す。Ｄ
１２３は、振動板Ｄ１０３の冠状面を示す。垂直応力補強材Ｄ１０９、Ｄ１１０、Ｄ１１
１は、回転軸線Ｄ１２４の遠位領域又は振動板組立体Ｄ１２６のベース領域の遠位領域の
各振動板本体の主面を覆わない。本明細書のセクション２．２又は２．３に記載されてい
る他の任意の振動板構造を利用することができることが理解されるであろう。各振動板本
体Ｄ１１８、Ｄ１１９、及びＤ１２０のベース面には、各振動板の剛性を向上させるため
に、振動板ベース補強材Ｄ１２７、Ｄ１２８、及びＤ１２９を設けてもよい。
【１４６７】
　図Ｄ２は、実質的に円筒形の振動板組立体ハウジングが組み込まれた図Ｄ１のオーディ
オ・トランスデューサを示す。トランスデューサ・ベース構造は振動板ハウジングに堅固
に取り付けられている。ハウジングは、振動板ハウジング本体Ｄ２０３と、２つの振動板
ハウジング側部Ｄ２０４とを含む。各振動板ハウジング側の複数の通気孔Ｄ２０５は、動
作中に振動板が一方向に回転するに従って空気が矢印Ｄ２０１の方向に一方の側に流れ、
矢印Ｄ２０２に沿って他方の側から出ることを可能にする。振動板ハウジングは、コンパ
クトで剛性のジオメトリであり、トランスデューサのＦＲＯにわたって共振しないように
設計されることが好ましい。このトランスデューサは、エンクロージャ又はバッフルにマ
ウントして、トランスデューサの一方の側から発する正の音圧が他方の側から発する負の
音圧で打ち消されるのを防ぐのを助けることができる。このトランスデューサは、振動板
の機械的共振なしに大きな周波数帯域幅で動作することができるので、例えば、本明細書
のセクション４に記載された本発明のデカップリング・マウンティング・システムを使用
することによって、このトランスデューサをエンクロージャ又はバッフルから分離するこ
とも好ましい。
【１４６８】
　複数の振動板を使用すると、バス周波数での高い音圧レベル、コンパクトなフォーム・
ファクタ、及び高音質（最小限のエネルギー貯蔵の結果）が必要な用途で有用である。
【１４６９】
　このドライバは、この明細書で説明されている任意の他のヒンジ組立体を使用するよう
に構成することができる。ドライバのサイズは、用途に応じて、より多くの空気を移動さ
せるためにサイズをスケール・アップすることができ、又は、高周波応答を改善するため
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にサイズをスケール・ダウンすることができる。
【１４７０】
３．３．４　個人用オーディオ用途
　本明細書で説明されるフレキシブル・ヒンジ・システムの変形例を含む実施例Ｂのオー
ディオ・トランスデューサ、及び／又は実施例Ｄのオーディオ・トランスデューサは、個
人用オーディオ・デバイスに組み込まれてもよい。セクション５で定義されているように
、個人用オーディオ・デバイスは、使用中に耳の１０ｃｍ以内、例えばヘッドホン又はバ
ッド・イヤホン内に位置するように構成することができる。例えば、セクション５の実施
例Ｋ、Ｗ及びＸで説明されたオーディオ・デバイスのオーディオ・トランスデューサは、
実施例Ｂ又はＤのオーディオ・トランスデューサによって置き換えられてもよく、及び／
又は本明細書に記載されたフレキシブル・ヒンジ・システムのいずれか１つは、本発明の
範囲から逸脱することなくこれらの実施例に実装されてもよい。
【１４７１】
４．デカップリング・マウンティング・システム及びこれを内蔵するオーディオ・トラン
スデューサ
４．１はじめに
　従来のオーディオ・ドライバをエンクロージャから分離することの欠点は、ドライバに
固有の共振をエンクロージャ内に散逸することができないので、ドライバに固有の共振が
実際に悪化し得ることである。また、薄膜振動板及びゴム周囲部サスペンションを有する
典型的な従来のドライバを分離すると、動作帯域幅内の音声再生を不明瞭にする振動板及
び周囲部共振が依然として存在するから、結果として生じるエンクロージャ共振励起の低
減では、主観的な音質は劇的には改善しない。したがって、利益は限られており、分離の
利点では、欠点及び関連するコストを埋め合わすことはできない。
【１４７２】
　同様に、小さい、例えばミッド・レンジ・ドライバ・エンクロージャ・システムを大き
なバス・ドライバ・エンクロージャ・システムから分離することは、後者のシステムの励
起が低減されるが、前者のシステムに固有の内部共振が散逸されないという欠点があるこ
とを意味する。
【１４７３】
　デカップリング・システムは、例えば輸送中の損傷の可能性の増大、及び、製品の複雑
さ及びコストの増加を含む、オーディオ関連ではない欠点をさらに有する。
【１４７４】
　これは、全体的な利益ではデカップリング・システムが従来のドライバにおいて価値を
持つのに十分でない可能性があることを意味する。
【１４７５】
　一方、本発明の設計特徴を組み込んだオーディオ・ドライバは、少なくとも動作帯域幅
において、最小限に抑えられた内部共振のため、動作帯域幅内でのエネルギーの貯蔵を少
なくし、又はなくすことができる。共振は典型的にはドライバのＦＲＯ内に僅かしか存在
しない又は全く存在しないので、従来のドライバの場合のように、そのようなドライバか
らエンクロージャ内に内部共振を散逸させることは、ほとんど又は全く有益ではない。
【１４７６】
　内部共振が低いかゼロであるトランスデューサが、共振のないエンクロージャ（又はハ
ウジング又はスタンド又はバッフルなど）に堅固にマウントされている場合、ドライバと
エンクロージャは同じシステムの一部になり、ドライバは、エンクロージャの共振だけで
なく、いくつかの新しいドライバ／エンクロージャの相互作用共振を起こし得る。これは
、分離が、本発明の他のオーディオ・トランスデューサ設計の特徴と関連して有利であり
、これらの特徴によって、内部ドライバの共振を除去する（ＦＲＯからシフトする）又は
少なくとも緩和し、性能を改善するのを助けることを意味する。
【１４７７】
　例えば、（例えば本明細書のセクション２．２の構成Ｒ１～Ｒ４の振動板構造について
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定義されるように）共振制御に対する剛性アプローチを採用するかなり厚い剛性の振動板
がオーディオ・トランスデューサのエンクロージャから十分に分離された場合、エンクロ
ージャの共振も振動板の共振も、動作帯域幅内のオーディオ再生を不明瞭にしない。
【１４７８】
　同様に、（例えば本明細書のセクション２．３に記載されている構成Ｒ５～Ｒ７のオー
ディオ・トランスデューサについて定義されているように）周囲部と物理的に実質的に連
結しない振動板構造の周辺部を有するオーディオ・トランスデューサがエンクロージャか
ら十分に分離されている場合、エンクロージャの共振及び振動板サスペンションの共振の
両方を動作帯域幅内で低減又は除去することができ、オーディオ再生が不明瞭になるのを
防止するのに役立つ。そのようなオーディオ・トランスデューサのための振動板サスペン
ションは、全体の振動板の追従性及び可動域を過度に損なうことなく、共振に対して幾何
学的により頑強にすることができる。また、振動板サスペンションは、発生する可能性の
ある共振が聞こえなくなるように縮小された面積を有する。
【１４７９】
　さらに、オーディオ・ドライバのベース構造が、剛性材料から作られ、（例えば、本明
細書のセクション２．２で定義さたように）コンパクトで丈夫なジオメトリを有するため
に、比較的共振がなければ、エンクロージャの共振もベース構造の共振も動作帯域幅内で
オーディオ再生を不明瞭にしない。
【１４８０】
　最後に、強磁性振動板サスペンションは、振動板サスペンションの共振が振動板の可動
域及び基本共振周波数を損なうことなく実質的に除去されるから、デカップリング・シス
テムと組み合わせると有用である。
【１４８１】
４．２　デカップリング・マウンティング・システムの実施例
　次に、図を参照して本発明のオーディオ・トランスデューサ・デカップリング・システ
ムの複数の実施例を説明する。
【１４８２】
４．２．１　実施例Ａのトランスデューサ　－　デカップリング・システム
　次に、図Ａ５～Ａ７を参照して本発明の例示のオーディオ・トランスデューサ・デカッ
プリング・システム及び同システムを組み込むオーディオ・デバイスを説明する。図Ａ５
ａ～Ａ５ｈを参照すると、本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例（実施例Ａと
称される）が示されており、これが、トランスデューサ基部構造Ａ１１５に枢動可能に接
続される振動板組立体Ａ１０１を備える。オーディオ・トランスデューサが本発明の例示
のデカップリング・システムＡ５００に接続される。この実施例のオーディオ・トランス
デューサは回転動作トランスデューサであるが、示される例示のデカップリング・マウン
ティング・システムが、別法として、直線動作トランスデューサと共に使用されてもよい
ことが理解されよう。さらに、代替のデカップリング・マウンティング・システムが、本
発明の範囲から逸脱することなく、本明細書に記載されるデカップリング設計の原理及び
考慮事項に従う回転動作オーディオ・トランスデューサ又は直線動作オーディオ・トラン
スデューサのために設計されてもよい。
【１４８３】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサがコンフィギュレーションＲ１の振動板構造
（本明細書ではセクション２．２．１で説明される）を組み込む振動板組立体Ａ１０１を
備え、電気オーディオ信号（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｕｄｉｏ　ｓｉｇｎａｌ）（又は、音
響電気トランスデューサの場合、音圧に相当する回転動作）を作動可能に変換するように
構成される振動板組立体Ａ１０１に接続される変換機構（図示せず）をさらに備える。
【１４８４】
　デカップリング・システムＡ５００が、オーディオ・デバイスのハウジングＡ６１３（
図Ａ６ａに示される）などの別の構成要素にオーディオ・トランスデューサＡ１００をマ
ウントする。デカップリング・マウンティング・システムがまた、関連付けられたハウジ
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ングなどの他の構成要素からオーディオ・トランスデューサＡ１００を分離する。効果的
には、デカップリング・マウンティング・システムＡ５００が、振動板組立体Ａ１０１と
オーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分との間に配置される。本文脈での「間
に」という用語は、直接的な２つの構成要素の間及び間接的な２つの構成要素の間の両方
を意味することを意図される。例えば、一連の連結された構成要素では、デカップリング
・マウンティング・システムＡ５００は、一方の又は両方の構成要素とマウンティング・
システムとの間に１つ又は複数の他の中間構成要素が存在する場合であっても、この一連
のもののうちの２つの構成要素の間に位置すると言うことができる。例えば、トランスデ
ューサ基部構造及びハウジングに直接に連結されるのみである場合であっても、デカップ
リング・マウンティング・システムが振動板組立体とハウジングとの間に配置される。こ
れが、振動板組立体Ａ１０１とこの一連のもののうちのオーディオ・デバイスの少なくと
も１つの他の部分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減することになる。
【１４８５】
　デカップリング・マウンティング・システムＡ５００が、振動板組立体をオーディオ・
デバイスの少なくとも１つの他の部分から効果的に分離するためにオーディオ・デバイス
の２つの構成要素を追従的にマウントするように構成される。例えば、デカップリング・
システムがデバイスの２つの構成要素を追従的にマウントする。好適には、オーディオ・
デバイスの少なくとも１つの他の部分が、例えばマルチウェイ・スピーカ・システム内の
別のトランスデューサの、別の振動板組立体ではなく、振動板組立体Ａ１０１から離れた
、オーディオ・デバイスの別の部分である。この実例では、デカップリング・マウンティ
ング・システムが、バッフル又はエンクロージャなどの関連付けられたハウジングからオ
ーディオ・トランスデューサを分離するためにオーディオ・トランスデューサ基部構造Ａ
１１５にマウントされる。好適には、デカップリング・マウンティング・システムＡ５０
０が２つの構成要素を追従的にマウントするように構成され、ここでは結果的に、構成要
素が、関連付けられたトランスデューサの作動中、少なくとも１つの並進軸に沿って、し
かし好適には直交する３つの回転軸に沿って、互いに対して動くことができる。別法とし
て、しかしより好適にはこの相対的な並進運動に加えて、デカップリング・システムＡ５
００が、関連付けられたトランスデューサの作動中における、少なくとも１つの回転軸を
中心とした、しかし好適には直交する３つの回転軸を中心とした、互いに対しての構成要
素の枢動を可能にするように、２つの構成要素を追従的にマウントする。このようにして
、デカップリング・マウンティング・システムが、少なくとも１つの並進軸に沿う、又は
より好適には実質的に直交する少なくとも２つの並進軸に沿う、又はさらにより好適には
実質的に直交する３つの並進軸に沿う、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つ
の他の部分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。加えて、デカップ
リング・マウンティング・システムが、少なくとも１つの回転軸を中心とした、又はより
好適には実質的に直交する少なくとも２つの回転軸を中心とした、又はさらにより好適に
は実質的に直交する３つの回転軸を中心とした、振動板とオーディオ・デバイスの少なく
とも１つの他の部分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。
【１４８６】
　マウンティング・システムが、トランスデューサ基部構造の両側から側方に延びる１対
のデカップリング・ピンＡ１０７、Ａ１０８を備える。デカップリング・ピンＡ１０７、
Ａ１０８は、それらの長手方向軸をトランスデューサ組立体のノード軸（ｎｏｄｅ　ａｘ
ｉｓ）の位置Ａ５０６に実質的に一致させるように、配置される。ノード軸は、振動板の
揺動中に見られる反力及び／又は共振力によりトランスデューサ基部構造が回転するとき
の中心となる軸である。実際には、ノード軸の位置は作動中に変化する可能性がある。デ
カップリング・ピンと一致する位置Ａ５０６は、仮想の非支持状態でのトランスデューサ
組立体の作動時の、及び、望ましくない振動板の共振を引き起こす場合よりも実質的に低
い周波数でのトランスデューサ組立体の作動時の、ノード軸の位置に対応する。この位置
Ａ５０６を特定する方法を以下でさらに詳細に説明する。いくつかの実施例では、１つの
デカップリング・ピンが、１対のデカップリング・ピンＡ１０７、Ａ１０８を形成するい
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ずれかの端部において基部構造Ａ１１５を通って延びてよいことが理解されよう。デカッ
プリング・ピンＡ１０７、Ａ１０８が、基部構造Ａ１１５の上側主面Ａ１１６と下側主面
Ａ１１７との間の側面からのトランスデューサ組立体の長手方向軸に実質的に直交するよ
うに延び、基部構造Ａ１１５に強固に接続される及び／又は一体化される。ブシュＡ５０
５が各ピンＡ１０７、Ａ１０８の周りにマウントされる。さらに、ワッシャＡ５０４がブ
シュＡ５０５とトランスデューサ基部構造Ａ１１５の関連付けられた側との間に接続され
得る。ブシュ及びワッシャは本明細書では「ノード軸マウント（ｎｏｄｅ　ａｘｉｓ　ｍ
ｏｕｎｔ）」と称されてよい。ノード軸マウントＡ５０４、Ａ５０５が、後でさらに詳細
に説明されるように、トランスデューサ・ハウジングの対応する内側側面を接続するよう
に構成される。
【１４８７】
　デカップリング・マウンティング・システムが、トランスデューサ基部構造Ａ１１５の
一方の又は好適には両方の主面Ａ１１６及びＡ１１７上に配置される１つ又は複数のデカ
ップリング・パッドＡ５０１をさらに備える。パッドＡ５０１が、構成要素を分離するの
を補助するために、関連付けられた基部構造面とトランスデューサ・ハウジングの対応す
る内部壁／内側面との間にインターフェースを提供する。この実例では、１つのパッドＡ
５０１が基部構造の各主面（上側面及び下側面）上に配置される。デカップリング・パッ
ドが、好適には、ノード軸位置Ａ５０６から遠位であるトランスデューサ基部構造の領域
のところに配置される。例えば、デカップリング・パッドは振動板Ａ１０１に隣接する基
部構造Ａ１１５の縁部のところに又はその付近に配置される。各パッドＡ５０１が好適に
は縦長の形状であり、基部構造Ａ１１５の横方向縁部に沿って長手方向に延びる。図Ａ５
ｆに示されるように、好適な形態では、各パッドＡ５０１が、本体の深さ方向に沿う先細
りの幅を有するピラミッド形状の本体Ａ５０１を備える。好適には、ピラミッドＡ５０１
の頂点Ａ５０２がトランスデューサ基部構造Ａ１１５の関連付けられた主面に接続され、
ピラミッドの反対側の基部がトランスデューサ・ハウジングの関連付けられた面をその場
で接続するように構成される。しかし、いくつかの実装形態ではこの向きは反転されても
よい。代替的実施例において、デカップリング・マウンティング・システムが、トランス
デューサ基部構造Ａ１１５の主面Ａ１１６及びＡ１１７のうちの１つ若しくは複数の主面
の周りに、並びに／又は、デカップリング・ピンがそこから延びている基部構造の側面の
周りに、分布する複数のパッドを備えることもでき、当業者には明らかであろうが本発明
がこの実例のコンフィギュレーションのみに限定されることを意図されないこと、が理解
されよう。このようなマウントは本明細書では「遠位マウント（ｄｉｓｔａｌ　ｍｏｕｎ
ｔ）」と称される。
【１４８８】
　ノード軸マウントＡ５０４、Ａ５０５及び遠位マウントＡ５０１が、それらの各々を取
り付けているところの２つの構成要素の間での相対運動に対して十分に追従的である。例
えば、ノード軸マウント及び遠位マウントは、それらを取り付けているところの２つの構
成要素の間での相対運動を可能にするのに十分にフレキシブルとなり得る。ノード軸マウ
ント及び遠位マウントは、追従性（ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）を得るための可撓性又は弾性
の部材又は材料を備えることができる。これらのマウントは、好適には、それらを取り付
けているところの少なくとも一方のしかし好適には両方の構成要素を基準として（例えば
、トランスデューサ基部構造及びオーディオ・デバイスのハウジングを基準として）低い
ヤング率を有する。また、これらのマウントは好適には十分な減衰性を有する。例えば、
ノード軸マウントＡ５０４、Ａ５０５がシリコーンゴムなどの実質的にフレキシブルなプ
ラスチック材料から作られてよく、パッドＡ５０１もシリコーンゴムなどの実質的にフレ
キシブルな材料から作られてよい。好適にはパッドＡ５０１は、シリコーンゴムなどの、
又はより好適には例えば粘弾性ウレタン重合体などの、衝撃振動吸収材料から形成される
。別法として、ノード軸マウント及び／又は遠位マウントが、金属のデカップリングばね
などの可撓性及び／又は弾性の部材から形成されてもよい。トランスデューサを浮遊状態
にする（ｓｕｓｐｅｎｄ）ために動きに対して十分な程度の追従性を有するような、実質
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的に高い追従性を有する（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ　ｃｏｍｐｌｉａｎｔ）他の部材
、要素、又は、磁気浮揚などの機構もまた、代替のコンフィギュレーションにおいて使用
されてもよい。ノード軸マウント及び遠位マウントのための考えられる材料のいくつかの
例は：
　・約０．７ＭＰａのヤング率値を有する３０デュロメータの硬度（ショアＡスケール）
のシリコーンゴム；
　・約１．８ＭＰａのヤング率値を有する５０デュロメータの硬度（ショアＡスケール）
のニトリルゴム；
　・約０．３ＭＰａから１ＭＰａの間のヤング率値を有する３０デュロメータの硬度（シ
ョア００スケール）のソルボセイン；又は、
　・約１０ＭＰａのヤング率値を有する３０デュロメータの硬度（ショアＡスケール）の
天然ゴム
である（本発明はこれらの例のみに限定されることを意図されない）。
【１４８９】
　ノード軸マウント及び遠位マウントは、例えば約０．５ＭＰａ～３０ＭＰａのヤング率
値を有する材料から作られてよい。これらの値は単に例示であり、限定することを意図さ
れない。追従性が例えば材料のジオメトリにも基づくことが理解されるであろうことから
、他のヤング率値を有する材料が使用されてもよい。
【１４９０】
　好適な実施例では、デカップリング・システムが、ノード軸マウントＡ５０５のところ
で、遠位マウントＡ５０１のところのデカップリング・システムを基準としてより低い追
従性を有する（すなわち、より高いスティフネスを有するか、又は、関連付けられた部分
の間により高いスティフネスの連結部を形成する）。これは多様な材料を使用して達成さ
れ得、並びに／又は、この実施例の場合では、これは遠位マウントＡ５０１を基準として
ノード軸マウントＡ５０５のジオメトリ（形状、形態及び／若しくはプロファイルなど）
を変えることにより達成される。ジオメトリのこの差異は、遠位マウントＡ５０１を基準
としてノード軸マウントＡ５０５が基部構造及びハウジングとのより大きい接触面積を有
し、それによりこれらの部分の間の連結部の追従性を低下させることを意味する。
【１４９１】
　いくつかの用途では、基部構造とハウジングとの間に比較的高い剛性を有するデカップ
リングを有することが望ましい。その理由は、それにより、共振モード中の、及び、デバ
イスが十分に大きい衝撃を受けるときの、基部構造の動きを最小にするからである。しか
し、高い剛性を有するデカップリングを有するというのは、例えば振動を原因とする基部
構造の変位がより容易に伝達されることを意味する。この実施例のデカップリング・シス
テムは高い剛性を有するデカップリング・システムのこれらの欠点を軽減するのを補助す
る。ノード軸位置Ａ５０６のところにデカップリング・システムのより低い追従性を有す
る部分を配置することは、作動中でのこの位置のところにおけるトランスデューサ基部構
造Ａ５１５の動きが低減され、したがって、関連付けられたハウジングへの望ましくない
振動の伝達が低減されることを意味する。また、ノード軸マウントＡ５０４、Ａ５０５の
ところでの及び遠位マウントＡ５０１のところでのデカップリング・システムの追従性（
例えば、可撓性）の差異は、後でさらに詳細に説明されるように、トランスデューサの作
動中にノード軸位置が変化することを妨げる、又はし得る量を少なくとも低減するのを補
助する。ノード軸位置の変化することを妨げる、又はその量を低減するということは、ト
ランスデューサのＦＲＯの全体を通して基部構造がノード軸マウント位置において最小変
位を有し続けることを意味する。さらに、ノード軸マウント（より高い剛性を有するマウ
ント）のところで変位を最小にするということが、比較的高い剛性を有する任意のデカッ
プリングを介してのトランスデューサ・ハウジングへの振動又は他の望ましくない機械的
な動きの伝達を低減することを意味する。
【１４９２】
　ピラミッドＡ５０１の接触頂点Ａ５０２を図Ａ５ｆ及びＡ５ｈで詳細に見ることができ
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る。ここでは、非常に小さい／細い先端部がトランスデューサ基部構造に接触する。この
ように小さい接触面積が触れることを理由として、及び、材料が追従性を有することを理
由として、これらの位置のところで実現される支持が、例えば支持の他の位置を基準とし
て（ノード軸マウントなど）、非常に高い追従性を有することになる。これは重要である
。というのは、これらの位置がトランスデューサ・ノード軸位置Ａ５０６から離れており
、したがって、仮想の非支持状態においては（例えば、マウントが存在せず、無重力であ
る）、使用時の共振モード中、トランスデューサのこれらの部分が必然的に大きい変位を
受けることになるからである。比較的高い追従性を有するデカップリング・マウント（ｄ
ｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｍｏｕｎｔ）により、相応する高い荷重をハウジングへ伝達するこ
となく、このような大きい変位が可能となる。
【１４９３】
　一方で、ブシュＡ５０５及びワッシャＡ５０４はトランスデューサ・ノード軸位置Ａ５
０６に接近するように配置される、ここでは、仮想の非支持状態での変位が小さくなる。
したがって、これらの構成要素は比較的低い追従性を有するように設計され（すなわち、
遠位マウントＡ５０１と比較して相対的に低い追従性（例えば、可撓性）を有する）、こ
れらの構成要素は、トランスデューサをトランスデューサ・ハウジング内に配置する支持
の大部分を担うことになる。ノード軸位置のところに比較的低い追従性を有するマウント
を提供することは、デカップリングがノード軸位置が動くのに抵抗するように機能し、さ
らには、トランスデューサの作動中に基部構造がこの軸を中心として回転するという性質
を維持するのを補助することを意味する。これは、この高い剛性を有するデカップリング
位置における変位／並進が最小であることを意味する。
【１４９４】
　次にさらに図Ａ６ａ～ｉを参照すると、オーディオ・トランスデューサ組立体Ａ１００
が、デカップリング・システムＡ５００を使用してオーディオ・デバイスのトランスデュ
ーサ・ハウジングＡ６１３の内部で接続されるように構成される。ハウジングＡ６１３が
、対応するトランスデューサ組立体を受けて収容するための凹形形状を有するハウジング
本体Ａ６０１と、その場で開いた凹部の上に配置されてその開いた凹部を閉じるように構
成される蓋Ａ６０２とを備える。蓋Ａ６０２が、例えばハウジングの角部に配置される固
定具Ａ６０３などの適切な固定機構によりハウジングに強固に接続される。蓋Ａ６０２が
、ハウジングＡ６１３内でオーディオ・トランスデューサ組立体が接続されているときに
振動板組立体Ａ１０１の付近に配置されるように構成された領域のところにグリル又はア
パーチャＡ６０４を備え、それにより音圧を伝達するのを可能にする。オーディオ・トラ
ンスデューサ組立体（この特定の実例の実施例Ａの）は図Ａ６ｃ及びＡ６ｇではトランス
デューサ・ハウジングＡ６１３内にマウントされて示されている。遠位マウントのピラミ
ッドＡ５０１が図Ａ６ｃに示されており、そのうちの１つが図Ａ６ｄに詳細に示されてい
る。各マウントＡ５０１が、両側において、接着剤（例えば、エポキシ接着剤）を介して
などといったように、適切な固定機構を使用して、関連付けられた表面に連結される。遠
位マウントＡ５０１のうちの一方の遠位マウントが基部側においてハウジングの蓋Ａ６０
２の内側面に連結され、反対側の頂点側Ａ５０２においてトランスデューサ基部構造の関
連付けられた主面Ａ１１６に連結される。もう一方の遠位マウントＡ５０１が基部側にお
いてハウジング本体Ａ６０１の内側面Ａ６０９に連結され、反対側の頂点側Ａ５０２にお
いてトランスデューサ基部構造の関連付けられた主面Ａ１１７に連結される（例えば、１
つのマウントＡ５０１の連結部を示す図Ａ６ｄを参照されたい）。この実施例の場合、一
方の遠位マウントＡ５０１が基部構造のポール・ピースＡ１０４に接続され（図Ａ６ｄに
示されるように）、もう一方の遠位マウントが基部構造のポール・ピースＡ１０３に接続
される（図Ａ５ｆに示されるように）。代替的実施例では、マウントＡ５０１の向きが反
転されてもよく、各マウントの頂点がハウジング表面に接続され、マウントの基部がトラ
ンスデューサ基部構造に接続されてもよい、ことが理解されよう。
【１４９５】
　ワッシャＡ５０４及びブシュＡ５０５が、図Ａ７ａ～ｆで詳説されるデカップリング・
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システムの２つのスラグＡ６１０を介してトランスデューサ・ハウジング本体Ａ６０１に
連結される。各スラグＡ６１０が、概略平坦の又は概略平面の表面と概略弓形の表面とを
有する、切断された円筒形本体を備える。概略環状の凹部Ａ７０１が平面表面内に形成さ
れ、関連付けられたワッシャＡ５０４のための着座／当接表面を提供する。アパーチャが
凹部内に配置され、スラグＡ６１０の本体の内部空洞Ａ７０４の中へと横方向に延びる（
必須ではないが、好適には完全に通過するように延びる）。空洞Ａ７０４が、デカップリ
ング・システムの対応するデカップリング・ピンＡ１０７、Ａ１０８及びブシュＡ５０５
をその場で受けて収容するようにサイズ決定される。図Ａ６ｈに示されるように、アパー
チャが、ブシュＡ５０５をその場で配置させるところのアパーチャの残りの部分を基準と
して縮小された直径の入口を備える。これにより内部リム又は停止部Ａ６１１が作られ、
その上でブシュＡ５０５が静止する。この停止部Ａ６１１の目的は後でより詳細に説明さ
れる。各スラグの本体が、スラグの一方側に沿って長手方向に延びる狭いスリットＡ７０
２をさらに備える。ねじ切りされたアパーチャＡ７０３がデカップリング・ピンのアパー
チャ及び本体の長手方向軸に概略直交して本体の湾曲部分を通って延び、ねじ切りされた
固定具を受けるように構成される。アパーチャＡ７０３がスリットＡ７０２に位置合わせ
されてスリットＡ７０２の中まで延び、その結果、挿入時、固定具が定位置まで完全にね
じ込まれ得るようになり、アパーチャＡ７０３から最も遠位のスリットの側に係合されて
力を作用させる。これにより本体の基部のサイズ／幅／直径が拡大することになり、それ
により本体の基部がトランスデューサのハウジングの対応する凹部Ａ６１４内で摩擦係合
されて定位置で係止されることが可能となる。
【１４９６】
　特に図Ａ６ｈ及びＡ６ｉを参照すると、ハウジングＡ６０１内に実施例Ａのオーディオ
・トランスデューサを組み付けるために、最初にデカップリング・システムのワッシャＡ
５０４がピンＡ１０７及びＡ１０８上まで摺動させられる。次いで、各ブシュＡ５０５が
、内部停止部Ａ６１１上で静止するようになるまで、拡大した直径の端部から、関連付け
られたスラグＡ６１０のそれぞれの空洞Ａ７０４の中まで摺動させられる。次いで、その
中でブシュを保持するスラグＡ６１０が、各ワッシャを関連付けられたスラグＡ６１０の
そのそれぞれの座部／凹部Ａ７０１に接触させるまで、ピンＡ１０７及びＡ１０８上まで
摺動させられる。凹部Ａ７０１がワッシャの厚さの一部分を収容し、それにより、トラン
スデューサ基部構造の外周壁とハウジングＡ６０１との間に隙間Ａ６０７を形成する。さ
らに、デカップリング・パッドＡ５０１がトランスデューサ基部構造の関連付けられた主
面に接着される（好適には、振動板の付近の横方向縁部の近く）。
【１４９７】
　次いで、その上でスラグＡ６１０を保持するトランスデューサ組立体Ａ１００がハウジ
ング本体Ａ６０１の対応する凹部内に慎重に配置される。具体的には、スラグＡ６１０が
本体Ａ６０１の対応する反対側の弓形チャネルＡ６１４に位置合わせされてその中まで摺
動させられる。定位置にくると、グラブねじＡ６１２がハウジング本体Ａ６０１内の穴Ａ
６０５の中に挿入されてスラグＡ６１０内のねじ切りされたアパーチャＡ７０３の中まで
ねじ込まれる。定位置まで完全にねじ込まれると、各グラブネジが対応するスロットＡ７
０２の遠位縁部／遠位に接触し、スロットの隣にあるスラグＡ６１０の関連付けられた狭
い側を緩やかに曲げ、それによりスラグの基部の直径を拡大させ、ハウジング本体Ａ６０
１の関連付けられたチャネルＡ６１４内でスラグを摩擦により動かないようにする。この
ようにして、トランスデューサ組立体がハウジングの関連付けられた凹部内で摩擦により
しっかりと係合される。
【１４９８】
　図Ａ６ｈが、スラグＡ６１０と、ピンＡ１０７と、トランスデューサ基部構造Ａ１１５
の磁石体Ａ１０２との間でぴったりとマウントされたデカップリング・ブシュＡ５０５及
びワッシャＡ５０４の詳細断面図を示す。スラグ・ストッパー（ｓｌｕｇ　ｓｔｏｐｐｅ
ｒ）表面Ａ６１１は、ピンＡ１０７から比較的短く正確な距離だけ離れる。このコンフィ
ギュレーションは、通常の作動時にトランスデューサ組立体とトランスデューサ・ハウジ
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ングとの間で接触が起こらないことを意味する。しかし、衝突時又は落下時、ストッパー
表面がピンＡ１０７に接触し、ハウジングを基準としてトランスデューサ組立体が大きく
変位するのを一切防止する。これにより、さらに、振動板組立体Ａ１０１がトランスデュ
ーサ・ハウジングに接触してそのような場合に損傷することが防止される。
【１４９９】
　さらに、トランスデューサがハウジング内に組み付けられるとき、図Ａ６ｇ及びＡ６ｈ
で示されるような狭くて実質的に一様である隙間／スペースＡ６０７が、トランスデュー
サ基部構造／磁石Ａ１０２とハウジング本体Ａ６０１との間に形成される。この狭い隙間
Ａ６０７は基部構造Ａ１１５の周長の少なくともかなりの部分（好適には、全周長）の周
りを延びていてよい。隙間Ａ６０７も、落下などの衝撃時にいくつかの領域において縮小
することができるか又は閉じることができる。横方向に有意に動く場合（回転軸Ａ１１４
の方向）、ロバスト性を有するトランスデューサ基部構造Ａ１１５が、より脆い振動板組
立体Ａ１０１がハウジング本体Ａ６０１に接触し得る前に、ハウジング本体Ａ６０１に当
たるように構成され、したがって、追加的なストッパー／保護構造として機能する。これ
は、振動板組立体Ａ１０１の縁部及び側部とハウジングの隣接する内部壁との間の隙間と
比較して、トランスデューサ基部構造Ａ１１５の縁部及び側部とハウジングの隣接する内
部壁との間に相対的により狭い隙間を形成するのを可能にすることにより、達成され得る
。
【１５００】
　上述したように、トランスデューサ基部構造のストッパーが、特には異常な衝突又はオ
ーディオ・デバイスへの落下の場合に、周囲に当たることから振動板組立体を保護するの
を補助するのに使用される。これらのストッパーは、異常な衝突又は落下時にトランスデ
ューサ・ハウジングのあるエリア又はポイントによって物理的に制限されるトランスデュ
ーサ基部構造のエリア又はポイントからなる。上で言及した事例では、デカップリング・
ワッシャＡ５０４及びデカップリング・ブシュＡ５０５に接近するところでピンＡ１０７
及びＡ１０８のところに配置されるマウントが、例えば製造公差が不十分である場合に又
はマウントのクリープ時に、デカップリングの損失を生じさせるような望ましくない使用
時の接触を受けることがないようにしてストッパーの公差を精密にするのを容易にする。
【１５０１】
　言い換えると、デカップリング・システムが、ノード軸デカップリング・マウントのと
ころで振動板基部構造とハウジングとの間に極めて狭い隙間を提供するように構成される
。狭い隙間は各デカップリング・ピンの長手方向軸の周りに配置され、振動板組立体とハ
ウジングとの間の隙間よりも相対的に小さくなるようにサイズ決定され、その結果、スラ
グＡ６１０の内側表面Ａ６１１が、トランスデューサとハウジングとの間での有意な相対
運動を防止するためのストッパーとして機能することができるようになる。それ以外の場
合ではこの相対運動により振動板組立体がハウジングに接触することになる。デカップリ
ング・システムにより（ワッシャの動作により）デカップリング・ピンの長手方向軸に平
行である別の隙間Ａ６０７が提供され、この別の隙間Ａ６０７は、振動板組立体とハウジ
ングとの間の隙間よりも大幅に狭く、それにより、デカップリング・ピンの長手方向軸に
実質的に平行な方向にトランスデューサが動くときに振動板組立体がハウジングに接触す
るのを防止する。
【１５０２】
　図Ａ６ｉを参照すると、この実例では、オーディオ・デバイスが、一方側においてハウ
ジング本体Ａ６０１のトランスデューサ・アパーチャの中の内壁に及びもう一方側におい
て蓋Ａ６０２の内側壁に、例えばエポキシ接着剤などの接着剤を使用してやはり連結され
る振動板可動域（ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ）ストッパーＡ６０６をさらに備える。１つ又は複
数のこのようなストッパーが存在してよい。組立体Ａ１０１の振動板構造の近位の領域に
おいて各面に沿って概して一様に離間される、長手方向に延びる１つ又は複数のストッパ
ーＡ６０６がその場で存在し得る（この実例では３つ）。図Ａ６ｃに示されるように、こ
れらのストッパーＡ６０６が、デバイスが落下する又は非常に大きいオーディオ信号が提
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供されるなどの、振動板を過度に可動域させる可能性があるような任意の異常事象時に振
動板に接触するように位置決めされる傾斜表面を有する。傾斜表面は、このポイントまで
誤って振動板が回転させられる場合の振動板本体の角度に適合するように、振動板本体Ａ
２０８の付近にその場で配置されるように構成される。ストッパーＡ６０６が、振動板に
損傷を与えるのを回避するために発泡ポリスチレン・フォームなどの実質的に柔らかい材
料から作られる。この材料は、好適には、損傷を軽減するために、例えば振動板本体の材
料より相対的に柔らかい（例えば、振動板本体のポリスチレンより相対的に低い密度の材
料であってよい）。ストッパーＡ６０６が、振動板を効果的に減速させるための、しかし
、過剰な空気流れを阻止するような及び／又は共振する傾向のある閉鎖された空気空洞を
作るような大きさではない、大きい表面積を有する。
【１５０３】
　再び図Ａ６ｇ及びＡ６ｈを参照すると、言及したように、トランスデューサの周囲の縁
部のかなりの部分（また、好適には周囲の縁部の全体）の周りをその場で延びる小さい隙
間Ａ６０７が存在する。この隙間は、使用時にトランスデューサの一方側の正圧である音
圧がもう一方側の負圧である音圧と相殺するのを確実に制限するために、小さく、０．５
ｍｍから１ｍｍ近くまでの範囲である。好適には、隙間のサイズは、最も高い剛性のデカ
ップリング・マウントＡ５０４／Ａ５０５に接近する位置のところと比較して、最も高い
剛性のデカップリング・マウントＡ５０４／Ａ５０５からより遠位にある位置のところで
より大きい。その理由は、落下のシナリオでは、これらの位置が、Ａ６１１などのストッ
パー表面に接近する位置よりも大きく変位する傾向があるからである。
【１５０４】
　本発明のこの例示のデカップリング・システムでは、デカップリング・マウンティング
・システムを介する場合を除いて、またいくつかの事例では、トランスデューサ組立体の
モータ・コイル巻線Ａ１０９まで電流を送るワイヤ（図示せず）を介する場合を除いて、
トランスデューサ組立体Ａ１００とトランスデューサ・ハウジングＡ６０１が接触しない
。これらのワイヤは好適には、ワイヤが共振したり小さく動いたり（ｂｕｚｚｉｎｇ）す
るのを防止するために、例えばエポキシ接着剤などの接着剤を使用してトランスデューサ
に完全に接着される。ワイヤは、コイル巻線Ａ１０９の側部から、第１の湾曲部Ａ４０３
（落下時にトーション・バーに張力が生じてワイヤが破損するのを回避するため）の周り
を通り、トーション・バーＡ１０６の曲がりやすい中間領域Ａ４０２の屈曲部分の内側角
部に沿い（使用時にこの位置が有意に伸びたり縮んだりすることがなく、ワイヤ疲労を引
き起こす危険がないから）、第２の湾曲部Ａ４０３の周りを通り、接触バーＡ１０５の端
部タブＡ３０３の上を通過し、磁石Ａ１０２に向かって接触バーに沿って延びるような、
経路をとる。通常作動時の変位が最小になるような位置である、トランスデューサ・ノー
ド軸位置Ａ５０６に最も接近する実際的な位置において、ワイヤがトランスデューサから
離れ、空気間隙を横断してトランスデューサ・ハウジングまで通過し、さらにワイヤがト
ランスデューサ・ハウジングから増幅器及び音源につながる。
【１５０５】
　最も好適には、ワイヤが隙間の両側で動かないようにされ、中間部分が共振フリー（ｒ
ｅｓｏｎａｎｃｅ－ｆｒｅｅ）となるように十分に短く、それにより、分離されないすべ
ての要素の実質的な共振フリーの性質が維持されるようになる。
【１５０６】
　これらのワイヤが図面に示されていないことに留意されたい。また、説明されるワイヤ
経路が共振管理（ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）及びさらには信頼性のい
ずれにおいても有利であると考えられるが、可能性として他のワイヤ・コンフィギュレー
ションも有効であり、本発明がこの実例のみに限定されることを意図されない、ことに留
意されたい。
【１５０７】
　好適には、デカップリング・マウントＡ５０４、Ａ５０５及びＡ５０１が良好な減衰性
を有する。その理由は、減衰が共振の制御を補助するからである。好適には、マウントが
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比較的低クリープ性の材料から作られ、例えば粘弾性ウレタン重合体から作られる。そう
でない場合、重力による荷重などの長時間の荷重を受ける場合に、トランスデューサが経
時的に変位する可能性があり、それにより可能性として、通常の作動時にハウジング又は
ストッパーに接触することになる。これにより、さらに、デカップリングの効果に損失が
生じる可能性がある。ノード軸のブシュが、好適には、ブッシングに対しての長時間の応
力を使用材料のクリープ応力限界の範囲内にするのに十分な接触面積（具体的には、デカ
ップリング・ピンＡ１０７、Ａ１０８とブシュＡ５０５との間の接触面積）を有する。さ
らに、マウント及びマウントに対する連結部のジオメトリが、長時間のシチュエーション
において重量により材料に過度の応力が与えられることがないように、設計され得る。
【１５０８】
　上述のデカップリング・システムが任意の種類のオーディオ・トランスデューサ組立体
を有するオーディオ・デバイスに組み込まれ得ること、及び、上記の説明で使用される実
施例Ａのトランスデューサがデカップリング・システムの文脈を提供するための単に例示
であることが理解されよう。次に、上述のデカップリング・システムと組み合わされるこ
とになるいくつかの好適なオーディオ・トランスデューサ組立体をさらに詳細に説明する
。
【１５０９】
　好適には上述のデカップリング・マウンティング・システムは：
　・本明細書のセクション２．２のコンフィギュレーションＲ１～Ｒ４の振動板構造で説
明されるような、若しくは、セクション２．３のコンフィギュレーションＲ５～Ｒ７のオ
ーディオ・トランスデューサのもとで説明した振動板構造の場合のような、共振制御に対
して剛性によるアプローチ（ｒｉｇｉｄ　ａｐｐｒｏａｃｈ）を採用する厚くて高い剛性
を有する振動板、
　・本明細書のセクション２．２．１のもとで実施例Ａのオーディオ・トランスデューサ
のために説明したような高い剛性及びロバスト性のジオメトリを有する基部構造、
　・本明細書のセクション２．３のもとで説明したオーディオ・トランスデューサのとこ
ろで定義されるような振動板組立体サスペンション、並びに／又は、
　・本明細書のセクション３．２又は３．３のもとで定義されるような、ヒンジ・システ
ムを有する回転動作オーディオ・トランスデューサ、
のうちの１つ又は複数（しかし、好適にはすべて）の任意の組合せを備えるオーディオ・
トランスデューサに組み込まれる。
【１５１０】
　上記の組立体、構造又はシステムのうちの１つ又は複数と、本明細書で説明されるデカ
ップリング・システムとを組み合せることにより、後でさらに説明されるＣＳＤ／ウォー
ターフォール・プロットによって示されるような、オーディオ・トランスデューサの作動
帯域幅の範囲内でのエネルギー蓄積が無視できる程度となる。本発明の実施例Ａのオーデ
ィオ・トランスデューサは、例えば、このデカップリング・システムと、上記のオーディ
オ・トランスデューサのすべての特徴との組合せを組み込む。これは、本明細書のセクシ
ョン４内の以降のサブセクションにおいてさらに詳細に説明される。
【１５１１】
ノード軸デカップリング
　図Ａ５及びＡ６を再び参照すると、上で言及したように、デカップリング・システムＡ
５００のデカップリング・ピンＡ１０７、Ａ１０８が、それらが一体化されているか又は
取り付けられているところの回転動作オーディオ・トランスデューサのノード軸と実質的
に一致する長手方向軸を有する。オーディオ・トランスデューサのノード軸は仮想の非支
持状態でのトランスデューサの作動時に観察され得、この仮想の非支持状態では、外部反
力が見られず、構造に影響もしない（例えば、マウンティングにより見られるような反力
など）。対象のノード軸位置Ａ５０６は、望ましくない振動板の共振を明らかに示すよう
な周波数よりもはるかに低い周波数での仮想の非支持状態で振動板組立体及び基部構造が
作動される場合での、振動板の揺動中に見られる反力によりトランスデューサ基部構造が
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そこを中心として回転する位置である。そこを中心として基部構造が回転する軸は本明細
書では「トランスデューサ・ノード軸」と称される。トランスデューサの仮想の非支持状
態中のノード軸の位置は本明細書ではノード軸位置Ａ５０６と称される。典型的なトラン
スデューサでは、このような軸はいずれも存在しないか、又は、基部構造組立体から離れ
た位置内にある。多くの回転動作トランスデューサ及び他のいくつかのドライバの場合、
軸が基部構造組立体に接近して存在するか又は基部構造組立体内に存在する。上述の例示
のオーディオ・トランスデューサでは、ノード軸が振動板組立体Ａ１０１のヒンジ軸に実
質的に平行である。
【１５１２】
　通常、デカップリング・マウントは有効となるためには並進に対して追従性を有さなけ
ればならないが、通常作動の経過中に有意な回転成分を有する動作で動く（非拘束時）ト
ランスデューサ基部構造を有する回転動作オーディオ・トランスデューサの場合、デカッ
プリング・マウントＡ５０５／Ａ５０４が、そこを中心として上記の回転が起こるところ
のノード軸の位置Ａ５０６のところに又はそこに接近するところに配置され得るような特
別な事例が存在する。この場合、これらのデカップリング・マウントは、ノード軸を中心
とした回転を追従的に促進する限りにおいて、有意な程度の並進的追従性（ｔｒａｎｓｌ
ａｔｉｏｎａｌ　ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）を提供する必要がない。通常作動の経過中、ト
ランスデューサがこの位置Ａ５０６のところで有意に並進しようとしないことから、トラ
ンスデューサをマウントしているエンクロージャへの並進変位の伝達が最小となる。
【１５１３】
　さらに、振動がこれらのマウントＡ５０５／Ａ５０４の並進を介して外部源からトラン
スデューサに送られる場合、これにより振動板ヒンジポイントのところでの並進がわずか
にすぎなくなり、これはひいては、振動板のいかなる励起もそのヒンジ軸を中心とした回
転に実質的に限定されることを意味する。振動板基本モードはこのような励起に対しての
良好な減衰性のデカップリングの形態として機能する。このような形でトランスデューサ
基部構造が分離される場合、軽量の振動板を介してエンクロージャの共振及び他の外部振
動を機械的に増幅するような上述の効果が大きく軽減されることになる。これはマイクロ
ホン・トランスデューサの場合にも機能し、これは、そのマウンティングにおいてヒンジ
接続部が効果的に存在するにもかかわらず、マイクロホンが外部振動に対してわずかにの
み反応することになる、ことを暗に意味する。
【１５１４】
　これは、このようなトランスデューサが、並進に対して抵抗ししたがって比較的高いロ
バスト性及び信頼性を有するようなマウンティング・システムを介して、分離され得るこ
とを意味する。このようなマウントがある程度の追従性を実際に組み込むことが好ましく
、また、このようなマウントが減衰も実現することがさらに好ましいことに留意されたい
。その理由は、実際は、ノード・ポイントが、作動帯域幅にわたって、又はさらには１回
の振動板の揺動の経過中にわたって、わずかに変化する可能性があるからである。
【１５１５】
ＦＥＡ　－　ノード軸の決定
　上述したように、トランスデューサ基部構造組立体のノード軸位置Ａ５０６は、オーデ
ィオ・トランスデューサが仮想の非支持状態で作動される場合に、並進をゼロにするか又
は少なくとも最小にしてそこを中心として基部構造の回転が起こるところの位置である。
仮想の非支持状態は、振動板の揺動により見られる力以外には、マウンティングからなど
の外部反力が存在しないような状態である。この状況は、トランスデューサがマウントを
必要としないことを理由として、無重力で達成され得る。しかし、実際に無重力を実現す
ることは困難である。
【１５１６】
　ノード軸位置Ａ５０６を決定するための本発明の好適な方法は、トランスデューサのマ
ウンティングを有さない、無重力でのトランスデューサ組立体の作動をシミュレートする
ための有限要素法分析（ＦＥＡ）を利用することである。
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【１５１７】
　シミュレーションのための代替的アプローチは、ある周波数帯にわたっての、組立体の
振動板に対しての正弦波入力の励起を用いて、オーディオ・トランスデューサを作動する
ことであり、並進がゼロとなる位置を特定するために、結果として生じる基部構造の動き
が分析される。
【１５１８】
　重力から得られる力に反応して実質的に一定の支持荷重を適用する、非常に高い可撓性
を有して軽量であるマウンティングを使用してトランスデューサがマウントされる場合、
ノード軸の位置Ａ５０６が実験的に決定され得る。したがって、正弦波励起に対するトラ
ンスデューサの反応がマウンティングから実質的に独立するようになり、その結果、加速
度計などのセンサを使用して並進しない軸の位置Ａ５０６が決定され得る。ドライバと比
較して軽量であるセンサを使用することが有利である可能性がある。例えば、トランスデ
ューサの基部構造組立体は、高い追従性を有する薄いゴムバンドを介して浮遊状態にされ
得るか、又は、連続気泡発泡体又はピロー・スタッフィング（ｐｉｌｌｏｗ　ｓｔｕｆｆ
ｉｎｇ）の高い追従性を有する軽量な部片上に載置され得る。ドライバの励起はマウンテ
ィングの追従性を無視できる程度にするように十分に高い周波数で行われなければならな
いが、この周波数は、実質的に１自由度でトランスデューサを挙動させるように十分に低
いものである。
【１５１９】
　上記は、特定のトランスデューサ組立体のノード軸位置を決定するのに当業者が利用す
ることができる例である。
【１５２０】
　ＦＥＡを使用する好適な方法を再び参照すると、行われ得る、ＦＥＡを利用するアプロ
ーチは複数存在し、これらには、１）モード解析（無重力でドライバのＦＥＡモード解析
を実行する。ノード軸Ａ５０６は、基本の振動板共振周波数が観測される場合にわずかに
のみ並進する基部構造の部分である）；２）動的線形有限要素法分析（ｌｉｎｅａｒ　ｄ
ｙｎａｍｉｃ　ｆｉｎｉｔｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ａｎａｌｙｓｉｓ）（これは、やはり無
重力でのドライバの別のＦＥＡ分析であり、例えば２０Ｈｚから３０ｋＨｚの広い周波数
範囲にわたって振動板及びトランスデューサ基部構造にそれぞれ加えられる正弦の励起力
及び反力が用いられる）、が含まれる。基部構造上のシミュレートされるセンサの位置の
ところでの変位振幅が計算され得、その情報から、最も小さい変位を受ける基部構造上の
位置を決定することが可能となり得る。これがノード軸Ａ５０６となる。
【１５２１】
　次に、モード解析の方法１）をより詳細に説明する。
【１５２２】
　この方法に従って実施されるコンピュータ・シミュレーションの結果が図Ａ１３ａから
Ａ１３ｍに示される。このコンピュータ・シミュレーションでは、上述の実施例Ａのトラ
ンスデューサ組立体と同じである及び／又はほぼ類似するトランスデューサのモデルが構
築されて利用される。このモデルはハウジングを有さないトランスデューサ組立体を表す
。
【１５２３】
　トランスデューサが自由空間中を浮遊するものとしてモデリングされる。様々な材料の
密度、モジュラス及びポアソン比をモデリングした。トランスデューサの固有の共振モー
ドを特定するためにモード解析が実施される。シミュレーションが無重力であることから
、計算される最初の６つの共振モードはトランスデューサ全体の３つの並進及び３つの回
転のモードからなり、０Ｈｚで発生する。これらは無視される。トランスデューサに固有
の他の共振モードが図Ａ１３ａ～ｍに示される。
【１５２４】
　１１０Ｈｚで発生する関連性のある第１の共振モードは、トランスデューサ基部構造Ａ
１１５に対して回転する振動板組立体Ａ１０１の基本作動モードであり、これは、図Ａ１
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３ａ、ｂ、ｃ、ｄ及びｅに示されている。図Ａ１３ａ～ｄが変位のベクトル・プロットを
示しており、ここでは、数百の矢印が変位の向き及び大きさを示す。各矢印の向き及び長
さが、矢印の後端部のところに配置されるトランスデューサのポイントの変位の向き及び
大きさを示す。
【１５２５】
　トランスデューサ基部構造のノード軸Ａ５０６は回転軸Ａ１１４に概して平行であると
して見られ得るが、それらの間に約２．６度のわずかな角度Ａ１３０１が存在する。トラ
ンスデューサ基部構造が振動板本体Ａ２１７のサジタル平面を中心としてより対称である
ような場合、これらの２つの軸がより平行に近づくことになる。図Ａ１３ｂが方向Ａ（図
Ａ１３ａに示される）における図を示しており、ここでは、矢印ベクトルＡ１３０３の向
きがトランスデューサ基部構造Ａ１１５上のポイントを中心としてすべて同心であり、し
たがって、トランスデューサ・ノード軸の位置Ａ５０６を示している。
【１５２６】
　やはり変位を示している矢印Ａ１３０２が矢印Ａ１３０３より概して大幅に大きい。そ
の理由は、矢印Ａ１３０２は、より重いトランスデューサ基部構造の動きと比較して振動
板の動きがより大きいことを示しているからである。個別の矢印を見ることが困難である
くらいに矢印Ａ１３０２が密集しており、また大きいこと、及び、振動板組立体Ａ１０１
の外形が不明瞭であること、に留意されたい。
【１５２７】
　図Ａ１３ｄ及びＡ１３ｅが基本共振モードの変位の同じ等角図を示している。ただし、
図Ａ１３ｄがベクトル・プロットを示しており、図Ａ１３ｅがグレーのシェードにより変
位の大きさを示す変位プロットである、という点を除く。グレーのシェードが白に近づく
ほど変位が大きくなる。
【１５２８】
　図Ａ１３ｆ及びｇが、１８．２ｋＨｚでの第２の振動板共振モード（第１の振動板分割
モードと呼ぶことにする）のベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位
プロットを示しており、これは振動板ねじれモードであり、ここでは、左側の振動板先端
部が前方に動き、右側の振動板先端部が反対の後方に動く。
【１５２９】
　図Ａ１３ｈ及びｉが１９．４ｋＨｚの第２の振動板分割モードのベクトル・プロット及
びグレー・スケール・スタイルの変位プロットを示しており、これは振動板スライス（ｓ
ｌｉｃｉｎｇ）・モードであり、ここでは、振動板の左側及び右側の先端部が同じ方向の
横方向に動く。
【１５３０】
　図Ａ１３ｊ及びｋが１９．９ｋＨｚの第３の振動板分割モードのベクトル・プロット及
びグレー・スケール・スタイルの変位プロットを示しており、これは振動板曲げモードで
あり、ここでは、振動板先端部の中間領域が前方及び後方に変位する。
【１５３１】
　図Ａ１３ｌ及びｍが２２ｋＨｚの第４の振動板分割モードのベクトル・プロット及びグ
レー・スケール・スタイルの変位プロットを示しており、これは、振動板先端部の中間領
域が前方に変位し、振動板先端部の左側及び右側の両方が後方に変位するような振動板モ
ードである。
【１５３２】
　トランスデューサ基部構造に強固に取り付けられた他の部分を有するようなトランスデ
ューサをモデリングする場合、これらの他の部分が基部構造の質量部分に影響し、コンピ
ュータ・モデルにさらに含まれるべきである、ことに留意されたい。したがって、軸の位
置はトランスデューサ基部構造組立体の全体に対して決定されるべきである。
【１５３３】
デカップリング・システムの性能
　次に、デカップリングの特徴部分及び他の好適なトランスデューサ組立体の特徴部分を
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含む実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの性能を別のシミュレーションを参照して
説明する。
【１５３４】
　図１４ａが上述の同じオーディオ・トランスデューサ・モデルのコンピュータ・モデル
を示しており、これはここではそのデカップリング・システム上にマウントされており、
このデカップリング・システムは、図Ａ５ａの実施例Ａで使用されるデカップリング・シ
ステム及び上記のセクション４．２で説明されるデカップリング・システムに類似する。
具体的には、ノード軸マウントＡ５０４、Ａ５０５が、上記の非支持のシミュレーション
から決定されるノード軸位置Ａ５０６に一致するように配置され、遠位マウントＡ５０５
が振動板ヒンジの近くの／付近の主面上に配置される。図Ａ１４ｂが同じモデルの別の図
を示しており、６つのシミュレートされるセンサの位置Ａ１４０１、Ａ１４０２、Ａ１４
０３、Ａ１４０４、Ａ１４０５及びＡ１４０６の位置を示す。トランスデューサのセンサ
配置側の、デカップリング・ブシュＡ５０５、デカップリング・ワッシャＡ５０４及びデ
カップリング・ピンＡ１０７がコンピュータ・モデルに含まれるにもかかわらず、センサ
の位置Ａ１４０５を不明瞭にしないようにするために、この図が、トランスデューサのセ
ンサ配置側のデカップリング・ブシュＡ５０５、デカップリング・ワッシャＡ５０４及び
デカップリング・ピンＡ１０７を示していないことに留意されたい。
【１５３５】
　シミュレートされるセンサの位置が、振動板組立体Ａ１０１の先端部のところのＡ１４
０１、振動板の側面のいくらか上方のＡ１４０２、振動板基部の近くのＡ１４０３、振動
板に適度に接近するトランスデューサ基部構造Ａ１１５上のＡ１４０４、デカップリング
・ピンＡ１０７のための取り付け用の穴に接近するトランスデューサ基部構造上のＡ１４
０５、及び、振動板から最も離れた端部のところのトランスデューサ基部構造上のＡ１４
０６、のところで、トランスデューサの側面に沿って特定される。
【１５３６】
　このコンピュータ・モデルを、トランスデューサ・ハウジングに通常触れるようなデカ
ップリング・システムの表面を空間内で固定した状態で、調和／モーダルの有限要素法分
析を使用して分析した。例えば、デカップリング・ブシュＡ５０５の外側円筒形表面、デ
カップリング・ワッシャＡ５０４の外側平坦表面、及び、デカップリング・ピラミッドＡ
５０１の外側平坦表面をすべて空間内で固定した。これは、これらの表面がハウジング（
図Ａ６ａで説明されるハウジングなど）の静止部分に取り付けられていることを意味する
。振動の最初の８つのモードの変位プロットが図Ａ１４ｃからＡ１４ｒに示される。
【１５３７】
　さらに、５０Ｈｚから３０ｋＨｚの周波数範囲にわたって振動板及びトランスデューサ
基部構造のそれぞれに加えられる正弦の力及び反力を用いて、動的線形有限要素法分析（
ＦＥＡ）を使用して同じモデルを分析した。周波数に対しての、シミュレートされるセン
サの位置のところの変位振幅を計算した。これらが図Ａ１４ｓのグラフに示される。
【１５３８】
　Ａ１４ｓは、センサＡ１４０１のためのプロットを示すＡ１４０７、センサＡ１４０２
のプロットを示すＡ１４０８、センサＡ１４０３のためのプロットを示すＡ１４０９、セ
ンサＡ１４０４のためのプロットを示すＡ１４１０、センサＡ１４０６のためのプロット
を示すＡ１４１１、及び、センサＡ１４０５のためのプロットを示すＡ１４１２、のトラ
ンスデューサのシミュレーション上の６つのシミュレートされるセンサの位置における、
対数変位ｖｓ対数周波数のグラフである。
【１５３９】
　このシミュレーションでは、すべての材料に対して２％の減衰比を使用したことに留意
されたい。この減衰比は低く、好適な実装形態では粘弾性ウレタン重合体及びシリコンゴ
ムであるような使用されるデカップリング材料で示されることが見込まれるような減衰反
応を示すものではない。低い比を使用する理由は、各モードに関連する共振ピークをより
鋭利なものとしてより目立つようにして、その結果として図Ａ１４ｓのグラフにおいてこ
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れらのモードが容易に特定され得るようにするためである。
【１５４０】
　図Ａ１４（ｃ～ｒ）は、トランスデューサ及びデカップリング・マウント・システムの
種々の共振モードのための調和解析／モード解析の結果である。図Ａ１４ｃ及びｄが、６
４Ｈｚの第１のデカップリング共振モードにおける、デカップリング・マウント上でのド
ライバ全体のベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位プロットをそれ
ぞれ示す。これらのプロットは、デカップリング・ブシュＡ５０５及びデカップリング・
ワッシャＡ５０４を概して通るように配置される軸を中心とした回転モードを示す。図Ａ
１４ｓに示されるグラフでは、周波数位置Ａ１４１３が、トランスデューサ基部構造Ａ１
１５上の３つのセンサに対応するプロットＡ１４１０、Ａ１４１１及びＡ１４１２での、
並びに、振動板センサＡ１４０９のためのプロットでの、明確なピークを示す。振動板先
端部に最も接近する２つのセンサのためのプロットＡ１４０７及びＡ１４０８は小さい偏
差しか示していない。その理由は、トランスデューサ（Ｗｎ）の基本の共振に関連する振
動板の変位が第１のデカップリング共振による変位よりも圧倒的に大きいからである。プ
ロットＡ１４１２で示される変位は６４Ｈｚでは非常に小さく、これが、比較的高い剛性
を有するノード軸デカップリング・マウントＡ５０４、Ａ５０５の位置における並進を最
小にするような良好な性能を示している、ことに留意されたい。ノード軸位置Ａ５０６か
ら離れた他の位置では比較的柔らかいデカップリング・マウントＡ５０１が使用される。
その理由は、これらの位置が最大６４Ｈｚの周波数及び６４Ｈｚあたりの周波数において
有意なエネルギー及び動きを伝達すると考えられるからである。
【１５４１】
　１１１Ｈｚでのトランスデューサ（Ｗｎ）の基本の振動板共振が周波数Ａ１４１４で示
される図Ａ１４ｓ内のプロット上の次の共振である。関連のピークが６つのすべてのセン
サの位置のプロットにわたって見られ得る。図Ａ１４ｅ及びｆがこの共振モードのベクト
ル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位プロットを示しており、これは図Ａ
１３ａ～ｄに示されるモードと同じモードである。プロットＡ１４１０、Ａ１４１１及び
Ａ１４１２に示される変位は絶対量的には６４Ｈｚに相当するが、振動板の変位を基準と
する場合、これらのプロットは実際には１１１Ｈｚにおいてピークを示さない。これは、
すべての周波数にわたって振動板の変位を一定にするために均一化されるプロットにおい
てより明確となる。したがって、この周波数においてデカップリング・マウント上での変
位を伴うような基部構造の共振が存在しない。通常作動時、基本の振動板共振周波数が電
気的減衰により良好に制御されることになることに留意されたい。
【１５４２】
　図Ａ１４ｇ及びｈが周波数Ａ１４１５のところで示される２５９Ｈｚでの第２のデカッ
プリング共振モードのベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位プロッ
トを示しており、これは、トランスデューサが振動板の先端部に向かう及びそこから離れ
る方向に実質的に前後に動くような並進モードである。図Ａ１４ｉ及びｊが、２６６Ｈｚ
での第３のデカップリング共振モードのベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタ
イルの変位プロットを示しており、これは主として並進のモードである。これらの２つの
モードに関連するピークを図Ａ１４ｓのグラフ上の位置Ａ１４１５のところで見ることが
できるが、これは、トランスデューサ基部構造Ａ１１５上に配置される３つのセンサの上
のみである。これらの両方のモードの周波数が非常に接近していることから、２つのピー
クが１つに統合される。これらの両方のモードにより変位振幅が非常に小さくなること、
及び、その理由が、これらの両方のモードが主マウントの配置によりほとんど励起されず
、これが変位が小さくなるところの基部構造のノード軸のところのモードに影響するから
であること、に留意されたい。これは、デカップリング・マウントの設計がこれらの２つ
の共振モードを成功裏に軽減していることを示している。このモデルでデカップリング減
衰（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｄａｍｐｉｎｇ）の実際値が使用される場合、変位がさらに
低減されることになることにも留意されたい。
【１５４３】
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　図Ａ１４ｋ及びｌが、回転モードである、３４５Ｈｚでの第４のデカップリング共振モ
ードのベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位プロットを示している
。この特定のモードは図Ａ１４ｓのグラフ内のプロットのいずれでも明確に見ることがで
きない（したがって、この位置が示されない）。その理由は、コイルによって加えられる
力及びトランスデューサ基部構造によって加えられる反力が一方向に作用し、トランスデ
ューサを大きく励起しない位置のところに加えられるからである。やはり、これも、デカ
ップリング・マウントの設計がこの共振モードを成功裏に軽減していることを示している
。
【１５４４】
　図Ａ１４ｍ及びｎが、回転モードである、４６８Ｈｚでの第５のデカップリング共振モ
ードのベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位プロットを示している
。図Ａ１４ｏ及びｐが、主として並進のモードである、４７９Ｈｚでの第６のデカップリ
ング共振モードのベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位プロットを
示しているが、図Ａ１４ｐで見られる円形の変位線によって示されるような有意な回転動
作も関連する。これらの両方のモードの周波数が接近していることから、２つのピークが
１つに統合され、位置Ａ１４１６のところで示される。これは、これらの両方のモードに
より変位振幅が非常に小さくなることの別の１つの事例であり、これは、デカップリング
・マウント位置及び追従性の選択を通して、これらのモードが成功裏に軽減されているこ
とを示している。
【１５４５】
　図Ａ１４ｑ及びｒが、１８．２ｋＨｚでの第２の振動板共振モード（第１の振動板分割
モードと呼ぶことにする）のベクトル・プロット及びグレー・スケール・スタイルの変位
プロットを示しており、これはねじれ振動板モードである（図Ａ１３ｆ～ｇにも示される
）。図Ａ１４ｓのグラフ内のすべてのプロット上で、位置Ａ１４１７のところで、関連す
るピークを見ることができる。振動板のこの周波数帯では、トランスデューサが１自由度
で挙動することはもはやなく、これは、トランスデューサがデカップリング・マウントの
位置のところで又はその近くでノード軸を有することが見込まれないことを意味する。し
かし、高周波数の変位（ｈｉｇｈ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ）が
小さく、すべてのマウントがある程度の追従性を有することから、良好なデカップリング
性能が維持されることになる。
【１５４６】
　このトランスデューサの場合、最も高いロバスト性／最も低い追従性を有するデカップ
リング・マウントの位置Ａ１４０５に対応するプロットＡ１４１２が、ＦＲＯ全体にわた
って、すべてのセンサの位置の最も小さい変位を示す。
【１５４７】
　このデカップリング・システムの設計の利点は、６つのデカップリング・システムの共
振モードのうちの１つのみが強く励起され、振動板の変位に有意に影響することである。
他の５つのモードは振動板及びさらには基部構造のいずれに対しても小さい影響しか有さ
ない。これは、すべての関連するピークが、等しい周波数での振動板の変位より低いオー
ダーの大きさである、ことから分かる。このデカップリング・システムの別の利点は、マ
ウンティング・システムが他のいくつかのものより比較的高いロバスト性及び低い追従性
を有するにもかかわらず、励起される１つのデカップリング・システムの共振モードが６
４Ｈｚの比較的低い周波数（ただし、これは実際の実施例においてこの周波数ではなくと
もよいことに留意されたい）で発生することである。さらに、すべてのデカップリング・
システムの共振モードが高い減衰性を有することになる。
【１５４８】
説明されるシミュレーション結果
　単純な形のサスペンション・システムは昔からある１自由度の質量－ばね－ダンパ・シ
ステムであり、ここでは、力が質量に加えられ、その意図は、ばね及びダンパを取り付け
ているところの基部への力の伝達を最小にすることである。通常、デカップリングは共振
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周波数より高い「質量制御」領域で達成される。共振周波数あたり（減衰制御領域）では
、及び共振未満（スティフネス制御領域）では、通常、デカップリング・システムは効果
を発揮しない。
【１５４９】
　デカップリング・システム上にある一般的な３次元トランスデューサまで進むと、デカ
ップリング・システム上で動くトランスデューサは６自由度を有する（さらに、基本の振
動板共振周波数に関連する低い周波数においては第７の自由度が発生する）。６自由度は
３つの直交平面に沿う３つの並進及び直交する３つの回転軸を中心とする３つの回転であ
る。実施例Ａの場合、６つの関連のトランスデューサ共振モードが図Ａ１４ｃ／ｄ、Ａ１
４ｇ／ｈ、Ａ１４ｉ／ｊ、Ａ１４ｋ／ｌ、Ａ１４ｍ／ｎ及びＡ１４ｏ／ｐに示される。第
７の基本の振動板共振周波数がＡ１４３ｅ／ｆに示される。
【１５５０】
　１自由度のシステムと同様に、デカップリング・システムを加えた一般的な３次元トラ
ンスデューサでは、通常、デカップリングは質量制御領域でのみ達成され、質量制御領域
が最大周波数のトランスデューサの共振の下にある。実施例Ａのトランスデューサの場合
、デカップリング・システムを使用してトランスデューサがマウントされている場合の最
大周波数の共振モードが図Ａ１４ｏ／ｐに示されており、これはシミュレーションでは約
４７９Ｈｚで発生する。これは通常、おそらく９５８Ｈｚ（最大共振周波数の２倍）超と
いったようなより高い周波数でのみデカップリング・システムが有効となり始めることを
暗に意味する。しかし、このことに加えて、上記のセクション４．７で説明されるように
、セクション４．２で説明されるシミュレートされたデカップリング・システムは、図Ａ
１４ｃ／ｄに示される約６４Ｈｚで発生する最も低い共振モードに近い周波数まで下がっ
ても有効となる。
【１５５１】
　これは、最も低い６４Ｈｚのモードを基準として質量制御領域へと下方に向かう他のす
べての５つの共振モードを含めた、他のデカップリング・マウント上のトランスデューサ
の共振モードのうちの最も高い共振モード未満の周波数においてデカップリング性能が維
持されるということを理由としてこのデカップリング・システムが新規性を有することを
示している。このことは、作動中の振動板の意図される変位を基準として共振周波数にお
いて観測される変位レベルが相対的に低いということから明らかである。
【１５５２】
　その本質的な理由は、トランスデューサのほぼ並進しない（仮想の非支持状態の）ノー
ド軸位置Ａ５０６のところに、比較的低い追従性を有するノード軸デカップリング・マウ
ントＡ５０４、Ａ５０５が配置されることにより、トランスデューサが、高い剛性を有す
るマウントを縮めることなく実質上あたかも無重力中にあるかのように動くことが可能と
なることである。このデカップリング設計はトランスデューサの「無重力」挙動に対して
のデカップリング・システムの挙動のアライメントとして見られてよく、したがって、変
位がトランスデューサ・マウントの影響を受けるようなトランスデューサ／デカップリン
グ・システムのスティフネス及び共振制御領域（「第１の作動状態」）の全体における周
波数において、さらには、変位がトランスデューサ・マウントの影響を受けないか又はほ
とんど受けないようなトランスデューサの質量制御領域（「無重力」のような「第２の作
動状態」）における周波数において、トランスデューサの変位に、実質的に同じ軸を中心
とした回転が含まれることになる。このアライメントは、作動中に（ここでは、ノード軸
マウントが、あたかも「無重力」状態であるかのようにデバイスを作動させる）、並進運
動を有意に分離してデカップリング性能を向上させるのに、軸Ａ５０６から離れて配置さ
れるより高い追従性を有する遠位マウントＡ５０１のみが利用されることを意味する。こ
れらの遠位マウントＡ５０１は、実施例Ａのトランスデューサの場合においては関連する
共振モードを６４Ｈｚの低い周波数で発生させるのに十分な追従性を有する。
【１５５３】
作動周波数範囲（ＦＲＯ：ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒａｎｇｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
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）
　図Ａ１４ａに関連して上で考察したシミュレートされたドライバのコンピュータ・モデ
ルは、２０Ｈｚ程度の低さにまで及ぶ作動周波数範囲を有することができるが、１１１Ｈ
ｚの基本周波数ではボリュームが急激に減少することになる。このドライバの下限は、こ
のドライバを中に配備するところの最終的なコンフィギュレーションに応じて変化する。
【１５５４】
　個人用オーディオ・ドライバ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ａｕｄｉｏ　ｄｒｉｖｅｒ）として
実装される場合、耳に近接することによる「近接効果」がバス周波数のボリュームを上げ
る可能性がある。振動板の鼓膜側がある程度封止される場合、バス・レスポンスがさらに
向上され得る。
【１５５５】
　トランスデューサの正圧の空気圧側である鼓膜側ともう一方の負圧の空気圧側との間の
封止を制御することにより、可能性として、基本共振周波数及び基本モードの減衰が調節
される、ことに留意されたい。
【１５５６】
　このドライバの周波数レスポンスの上限は、人間の可聴限界であると通常みなされると
ころの近くにまで及んでよい（２０ｋＨｚ）。第１の振動板分割モードは１８．２ｋＨｚ
であり、これはねじれモードである。このピークＡ１４１７は振動板の側部先端部のとこ
ろのセンサＡ１４０１による変位プロットＡ１４０７（図Ａ１４ｓ）で明確に見ることが
できる。このモードが軸上のマイクロホンを用いて測定される場合、モードが強く励起さ
れてはいないことを識別することは困難である。その理由は、振動板の左側で発生する正
圧の音圧が振動板の右側の負圧の音圧によって相殺されるからである。図Ｈ２ａの実際の
ウォーターフォール・プロットでは、位置Ｈ２０３のところでこのモードがほぼ示されず
、したがってＦＲＯがさらに高くにまで及ぶことができる。
【１５５７】
　１９．４ｋＨｚで発生するコンピュータ・シミュレーションの第２の振動板分割モード
もやはりバランスがとれており、有意な量の空気を動かすことがなく、したがって、図Ａ
１４ｓの変位プロットで実際に見ることはできない。
【１５５８】
　図Ａ１４ｓの変位プロットのピークＡ１４１８に対応する１９．９ｋＨｚで発生するコ
ンピュータ・シミュレーションの第３の振動板分割モードは振動板の曲げモードであり、
励起を受けやすいモードである。このモードはウォーターフォール・プロットさらには周
波数レスポンス・プロットのいずれにおいても顕著なピークを作ることになる。ＦＲＯが
このモードの周波数未満であることが好ましい。その理由はこのモードの周波数が有意な
オーディオ歪みを生じさせるからである。しかし、この事例では、歪みが可聴帯域幅から
外れる。
【１５５９】
４．２．２　実施例Ｅのトランスデューサ　－　デカップリング・システム
　図Ｅ１及びＥ２を参照すると、オーディオ・トランスデューサ・デバイスＥ２００の実
施例（本明細書では実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサと称される）が示されてお
り、これが、適切なヒンジ組立体を介してトランスデューサ基部構造Ｅ１１８に枢動可能
に接続される振動板組立体Ｅ１０１を備える。図Ｅ２に示されるように、トランスデュー
サ組立体Ｅ２００がトランスデューサ・ハウジングＥ１１８ｂ内に収容される。トランス
デューサ・ハウジングが、基部構造上に、セクション４．２のデカップリング・システム
で説明されるデカップリング・ピンと同様のデカップリング・ピンＥ２０８を備える。ト
ランスデューサ・ハウジングＥ１１８ｂ、並びに、その中に収容される基部構造Ｅ１１８
ａ及び振動板組立体Ｅ１０１を含めた、トランスデューサ基部構造のためのノード軸位置
を決定するために図Ｅ２に示される組立体Ｅ２００のすべての部分をモデリングすること
によりデカップリング・ピンの位置を決定した。これは、セクション４．６で既に説明し
たように、オーディオ・デバイスの別の部分からこの組立体を分離するための好適な位置
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を特定するのを補助する。この他の部分は、例えば、ヘッドホンの別のバッフル、エンク
ロージャ、ハウジング、又はヘッドバンドであってよい。デカップリング・ピンＥ２０８
をこのノード軸のところ又はその近くに配置した。
【１５６０】
　この実施例のための好適なデカップリング・マウンティング・システムは、デカップリ
ング・ピンＥ２０８のところに配置された図Ｅ２に示される組立体の支持の大部分を担う
ための、エラストマから作られるようなフレキシブル・マウントを備える。このシステム
はまた、作動中にこの組立体を分離しているところのオーディオ・デバイスの部分から離
れすぎてこの組立体が回転するのを防止することを目的として及び２つの部分が触れるの
を防止することを目的として軽めに支持するための、セクション４．２のもとで説明した
ようにノード軸から離れて配置される追加の遠位マウントをさらに有する。説明されるデ
カップリング・マウンティング・システムは図面では完全には示されていないが、これは
、図Ａ２に示されるような及びセクション４．２のもとで説明されるような実施例Ａのト
ランスデューサを分離するためのシステムに類似する。
【１５６１】
４．２．３　実施例Ｕのトランスデューサ　－　デカップリング・システム
構成
　図Ｕ１を参照すると、本発明のデカップリング・システムＵ１０３を介してハウジング
（若しくはハウジングの一部分）又は周囲Ｕ１０２の上にマウントされたオーディオ・ト
ランスデューサＵ１０１を有するオーディオ・デバイスが示されている。デカップリング
・システムＵ１０３が、トランスデューサＵ１０１の周辺部の周りに配置される可撓性及
び追従性を有する複数のマウントＵ１０３ａ～ｃを備える。このデカップリング・マウン
ティング・システムは、トランスデューサＵ１０１とハウジングＵ１０２との間において
、トランスデューサＵ１０１の周辺部のかなりの部分の周りに、また好適にはマウント位
置から離れた周辺部全体の周りに、小さい隙間Ｕ１０４を維持するように構成される。さ
らに図Ｕ２を参照すると、トランスデューサＵ１０１が、トランスデューサ基部構造Ｕ２
０２と、基部構造に移動可能に接続される振動板組立体Ｕ２０１とを備える直線動作トラ
ンスデューサである。基部構造Ｕ２０２が有意な厚さによる剛性を有する脚の短い（ｓｑ
ｕａｔ）ジオメトリを有し、移動可能な振動板組立体Ｕ２０１を収容するための実質的に
中空の開いたチャンバＵ２１５を一方側に有する。このトランスデューサ基部構造組立体
が部分Ｕ２０２を備え、磁石Ｕ２０５及びポール・ピースＵ２０６ａ～ｃで構成される磁
石組立体をさらに備える、ことに留意されたい。この実施例では、振動板組立体Ｕ２０１
が、強磁性流体により、チャンバＵ２１５を基準とした定位置で支持される。当業者には
明らかであるような代替的実施例において、チャンバＵ２１５内で振動板組立体を支持す
るのに他の機械的機構が使用されてもよいことが理解されよう。振動板組立体が音を変換
するためにチャンバＵ２１５内で往復動可能に移動可能である。具体的には、変換機構が
、振動板構造Ｕ２１２から、磁石Ｕ２０５によって発生される磁界の中まで及び関連付け
られたポール・ピースＵ２０６ａ～ｃの中まで、側方に延びるコイルＵ２０９を有する電
磁機構を備える。振動板組立体Ｕ２０１がチャンバに位置合わせされるが連結されず、そ
の結果、振動板構造Ｕ２１２の外周部とチャンバＵ２１５の内周部との間で実質的に一様
な隙間Ｕ２０３が維持される。したがって、本明細書のセクション２．３のもとで、コン
フィギュレーションＲ５～Ｒ７のオーディオ・トランスデューサのところで定義されるよ
うに、この実施例のオーディオ・トランスデューサは、周囲の構造と実質的に物理的に連
結しない振動板構造を備える。しかし、振動板構造がこの実施例において内側補強材及び
／又は外側補強材を有してもよいし有さなくてもよい。
【１５６２】
　再び図Ｕ１を参照すると、デカップリング・システムＵ１０３が、オーディオ・トラン
スデューサの、また具体的にはトランスデューサ基部構造Ｕ２０２の、周辺部の周りに分
布する複数のマウントを備える。この実施例では、１対のデカップリング・マウントＵ１
０３ｂ及び１０３ｃが空洞Ｕ１０５周りに配置されて分布し、第３のマウントが基部構造
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Ｕ２０２の反対の端部／側に配置される。代替的実施例において異なる数のマウントが使
用されてもよいことが理解されよう。マウントＵ１０３ｂ及びＵ１０３ｃが、振動板構造
の付近の空洞Ｕ１０５の外側周囲壁とハウジングＵ１０２の内側周囲壁との間で接続され
る。ハウジングの内側壁が、関連付けられたマウントＵ１０３ｂ、Ｕ１０３ｃに対応して
それらを収容するように構成された凹部を備える。各マウントが、空洞Ｕ１０５の湾曲し
た外側周囲壁に一致する湾曲する内側端面を備える。また、マウントＵ１０３ｂ、１０３
ｃの反対側の端面が関連付けられたハウジング凹部の内側壁に一致するように湾曲する。
第３のデカップリング・マウントＵ１０３ａが、基部構造の端面とハウジングの内側壁と
の間で、空洞Ｕ１０５に対してのトランスデューサ基部構造Ｕ２０２の対向面上に配置さ
れる。マウントＵ１０３ａがハウジングの内側壁内の対応する凹部内に配置される。この
マウントＵ１０３ａが、基部構造の実質的に平坦の端面及び凹部の平坦面に一致する実質
的に平坦の対向する端面を備える。各マウントＵ１０３ａ～１０３ｃの一方の端部が対応
する凹部内の対応する溝（図示せず）の中にその場で留まるためにフランジを有する。各
マウントＵ１０３ａ～ｃが対応するハウジング凹部の深さより実質的に大きい厚さを有し
、それにより、基部構造の外側周囲壁とハウジングの内側周囲壁との間で、トランスデュ
ーサ基部構造の周りに実質的に一様な隙間Ｕ１０４を作る。各マウントＵ１０３ａ～ｃが
、好適には、例えばゴム材料又はシリコーン材料といったような柔らかいプラスチック材
料などの、適切な可撓性及び追従性を有する材料から形成される。さらに、マウントは、
好適には、両側において、当業者には明らかであろうような接着剤などの任意適切な方法
を介して、基部構造及びハウジングに強固に接続される。
【１５６３】
　マウントＵ１０３ａがトランスデューサＵ１０１のノード軸のところに又はその近くに
配置され、このノード軸は、振動板組立体の揺動中における仮想の非支持状態においてオ
ーディオ・トランスデューサがそれを中心として枢動するような軸である。図Ｕ２ｈがこ
の実施例のオーディオ・トランスデューサのためのノード軸Ｕ２１４の位置を示す。この
実例では、ノード軸マウントＵ１０３ａが、ノード軸から、トランスデューサ組立体／基
部構造の長手方向の長さの約１０％の距離の範囲内に配置される。代替的形態において、
マウントが上述の基部構造組立体の最大寸法の約２５％、２０％又は１５％の距離未満の
ところに配置されてもよいことが理解されよう。このマウントはいくつかのコンフィギュ
レーションにおいては遠位マウントＵ１０３ｂ及び１０３ｃより相対的に低い追従性を有
してよい。遠位マウントＵ１０３ｂ及びＵ１０３ｃはノード軸から遠位である。遠位マウ
ントＵ１０３ｂ及びＵ１０３ｃは、ノード軸から、基部構造の長さの約８０～９０％の距
離のところに配置されるが、これらが代替的実施例において２５％又は４０％を超える距
離のところに配置されてもよいことが理解されよう。遠位マウントＵ１０３ｂ及びＵ１０
３ｃは上述のノード軸マウントＵ１０３ａより相対的に高い追従性を有することができる
。
【１５６４】
性能
　本明細書のセクション４．４に記載される性能基準及び設計留意点に適合する追従性プ
ロファイル（ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ　ｐｒｏｆｉｌｅ）を有するように実施例Ｕのデカッ
プリング・システムを設計した。このオーディオ・トランスデューサのこの性能をシミュ
レートした。その結果を以下で説明する。
【１５６５】
　図Ｕ２ｇ～ｍは、この実施例のオーディオ・トランスデューサが仮想の非支持状態でシ
ミュレートされる場合の、約４１Ｈｚで発生する基本の振動板共振周波数のＦＥＭモード
解析の描写である。この分析では、分析のセットアップをより容易にするために、振動板
サスペンションが強磁性流体ではなく薄いシリコンとしてモデリングされることに留意さ
れたい。
【１５６６】
　図Ｕ２ｉ及びＵ２ｊに見られ得るように、オーディオ・トランスデューサが、仮想の非
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支持状態の場合に基部構造Ｕ２０２がそこを中心として回転するノード軸Ｕ２１４を有す
る。これは、振動板が実質的な直線動作で動くにもかかわらず、オーディオ・トランスデ
ューサが非対称のプロファイルを有することと、振動板組立体及びチャンバＵ２１５の位
置が基部構造の一方側に配置されることとを原因とする。
【１５６７】
　図Ｕ３ｃ及びＵ３ｄが、デカップリング・マウントＵ１０３ａ～ｃ上にマウントされた
ドライバのＦＥＭモード解析の結果を示す。これらの図は、デカップリング・マウント上
でのドライバ基部構造の動きを伴う最大周波数の共振モードを示す。シミュレーションで
は、この共振モードが約１７３Ｈｚで発生した。この事例では、マウントが非対称であり
、したがって、一般に、ここでの事例のように、振動板組立体の作動時にすべての共振モ
ードが励起される、ことに留意されたい。また、このシミュレーションではマウントＮ１
０３ａ～ｃの外側面が空間内で固定され、この仮定が、ドライバの周囲及び／又はエンク
ロージャが比較的高い剛性を有して重い場合に有効となる、ことに留意されたい。
【１５６８】
　デカップリング・マウント１０３ａ～ｃによって提供されるレベルの追従性は、このオ
ーディオ・トランスデューサが例えば約１００Ｈｚ～１６００ＨｚのＦＲＯを有するよう
なミッドレンジのオーディオ・トランスデューサとして作動されるのに十分であることを
意味する。このＦＲＯに相当するオクターブ値は４オクターブである。以下のセクション
４．３．１で概説される追従性の基準の事例ｂ）を参照すると、ＦＲＯの下限（１００Ｈ
ｚ）×２（４／４）＝１００Ｈｚ×２１＝２００Ｈｚである。２００Ｈｚはこのオーディ
オ・トランスデューサの１７３Ｈｚの最も高い共振モードの周波数より高い。これは、１
７３Ｈｚのモードがデカップリング・マウント上の基部構造の最大周波数共振であること
を理由として、デカップリング・マウント上での基部構造のすべての振動モードを２００
Ｈｚ未満の周波数で発生させるのにデカップリング・マウンティング・システムが十分な
追従性を有することを意味している。言い換えると、このオーディオ・トランスデューサ
の共振がＦＲＯの下１／４に制限され、それにより、オーディオ・トランスデューサがこ
の基準によるミッドレンジのトランスデューサとして適するものとなる。
【１５６９】
４．３　一般的なデカップリング　－　設計留意点
　上述のシミュレーションからいくつかの作動原理及び設計留意点が導かれる。効果的な
デカップリング・システムを設計するのを補助するために、本明細書のセクション４．２
．１～４．２．３で説明されるデカップリング・システムに関連させて、これらの作動原
理及び設計留意点を以下で説明する。セクション４．２．１～４．２．３で説明されるデ
カップリング・システムに対しての代替のデカップリング・システムを設計するのにもこ
れらの原理及び考慮事項が使用され得ること、並びに、これらの原理及び考慮事項に基づ
くそのような代替の設計が本発明の範囲から排除されることを意図されないこと、が当業
者には明白であろう。特に明記しない限り、本発明のデカップリング・システムを参照す
ることは、セクション４．２で説明される実施例のみではなく、以下の考察に従って設計
され得るようなデカップリング・システムも含むものとして解釈されるものとする。
【１５７０】
４．３．１　ＦＲＯの限界の範囲外での又はその近くでの励起モード
　妥当性のある性能を得るために、デカップリング・システムが、有意な（基部構造の）
動きを引き起こす振動板構造の作動中に有意に励起される基部構造のすべての振動モード
を、トランスデューサのＦＲＯの範囲外であるか又は少なくともＦＲＯの下側周波数範囲
のほぼ範囲内にある周波数で発生させるように、設計され得る。
【１５７１】
　主要な考慮事項は、デカップリング・システムの追従性及び／又は追従性プロファイル
、並びに、関連付けられた基部構造組立体（又は、デカップリング構造である他の構成要
素）に対してのデカップリング・システムの位置である。デカップリング・システムに関
連する「追従性プロファイル」というフレーズは、すべてのデカップリング・マウントに
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関連する追従性の程度の全体、及び／又は、トランスデューサ組立体上の多様な位置のと
ころに分布するデカップリング・マウントの間での相対的な追従性の程度を含むことを意
図される。
【１５７２】
　例えばいくつかの実施例では、効果的なデカップリングのために、デカップリング・マ
ウンティング・システムの追従性及び／又は追従性プロファイル、並びに、関連付けられ
た基部構造組立体に対してのデカップリング・マウンティング・システムの位置は、振動
板ではないオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分に対しての基部構造組立体
の有意な動きを引き起こすための関連付けられたオーディオ・トランスデューサの振動板
の作動中に有意に励起されるすべての振動モードを：
　ａ）オーディオ・トランスデューサのＦＲＯ；
　ｂ）ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯに相当するオクターブ値）／４）；
　ｃ）ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯに相当するオクターブ値）／２）；
より低い周波数で発生させるようなものである。
【１５７３】
　例えば、ＦＲＯが１５０Ｈｚから９６００Ｈｚである場合、ＦＲＯはちょうど６オクタ
ーブである（９６００＝１５０×２６である）。この場合、ＦＲＯに相当するオクターブ
値は６である。
【１５７４】
　上述したように、振動板ではないオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分に
対しての基部構造組立体の有意な動きを引き起こすための関連付けられたオーディオ・ト
ランスデューサの振動板の作動中に有意に励起される唯一の共振モードが、６４Ｈｚで発
生するモードである。これは、６４Ｈｚ＜オーディオ・トランスデューサのＦＲＯ（すな
わち、＜１５０Ｈｚ）であることを理由として、事例ａ）が適用される、ことを意味する
。この事例では、通常作動（１５０Ｈｚ～９６００Ｈｚ）時にデカップリング・モードが
励起されないことを理由としてデカップリング性能が良好なものとなる。
【１５７５】
　トランスデューサが２０Ｈｚから１０，２４０Ｈｚで使用される場合、ＦＲＯに相当す
るオクターブ値は９オクターブである。これは、６４Ｈｚ＜ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯ

に相当するオクターブ値）／４）＝２０Ｈｚ×２（９／４）＝９５Ｈｚであることを理由
として、上記の事例ｂ）が適用される、ことを意味する。９５Ｈｚから１０，２４０Ｈｚ
の周波数帯はＦＲＯの３／４を含むことから、ＦＲＯの大部分にわたってトランスデュー
サが依然として分離されることになり、これは、性能が依然としてごく良好なものである
ことを意味する。
【１５７６】
４．３．２　ノード軸位置の変化を最小にする
　実際には、高性能のデカップリング・マウンティング・システム内にマウントされるト
ランスデューサは、作動中に動くようなトランスデューサ・ノード軸位置を有する可能性
がある。比較的低い周波数範囲では（ＦＲＯを基準として）、トランスデューサ基部構造
及び存在する場合のノード軸位置の動きは、主として、デカップリング・マウンティング
・システムの機械的制約（マウントＡ５０４、Ａ５０５及びＡ５０１のところの相対的な
追従性）によって画定される（本明細書では、「第１の作動状態」と称される）。一般に
、トランスデューサの仮想の非支持状態での動きと比較すると、トランスデューサ基部構
造の動きは多様であり、ノード軸が存在する場合には変化する。
【１５７７】
　この低い周波数範囲から外れる周波数では、トランスデューサ基部構造及び存在する場
合のノード軸位置の動きは、主として、トランスデューサ基部構造に加えられる力（振動
板の揺動からの反力及び／又は共振力）の位置及び向きにより、並びに、基部構造組立体
の質量分布により、画定される（本明細書では、「第２の作動状態」と称される（通常、
仮想の非支持状態でのノード軸位置と同じ））。
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【１５７８】
　上記のセクション４．２．１で説明されるデカップリング・システムは、ノード軸位置
の変化の側面を含めた、このような動きの変化に抵抗するか又はこのような動きの変化を
有意に低減する。デカップリング・システムは、より低い追従性を有するデカップリング
位置のところでの並進運動を最小にするか又は防止するためにＦＲＯの範囲内でのノード
軸位置の動きを最小にするか又はなくすように、設計される。
【１５７９】
　第１及び第２の両方の作動状態においてデカップリング・マウンティング・システム内
にマウントされるすべてのトランスデューサがノード軸を有するわけではない。その理由
は、関連の共振モードが一方の又は両方の状態において単純な並進である可能性があるか
らである。第２の作動状態はＦＲＯの大部分の帯域幅においての好適な作動モードであり
、これは、具体的には、デカップリングが効果を発揮していない場合に、トランスデュー
サから分離されるハウジング又はバッフル又はエンクロージャなどが、励起される可能性
がある共振を有するような周波数におけるものである。第２の作動状態のトランスデュー
サ・ノード軸が存在する場合、第１の作動状態においてこの軸の位置を大きく変化させな
いようにするように、又は、少なくとも、そのような軸のいかなる変化も比較的低い周波
数（ＦＲＯを基準とする）において起こるようにするように、デカップリング・マウンテ
ィング・システムを設計することが好ましい。
【１５８０】
　これは、本発明の実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの事例で説明したように、
ノード軸マウントＡ５０４、Ａ５０５すなわち比較的低い追従性を有するマウントによっ
てなされる支持の大部分が、仮想の非支持状態（この状態は「第２の作動状態」に相当す
る）において並進しないトランスデューサの軸のところに又は少なくともその近くに位置
するような場合に、達成される。
【１５８１】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサが、第２の作動状態のトランスデューサ・ノ
ード軸位置の近くでなされる支持の大部分を有さないようなデカップリング・マウンティ
ング・システムを使用する場合、より高い周波数のトランスデューサ／デカップリング・
システムの共振モードのうちの１つ又は複数の共振モードが強く励起されることになり、
さらに、このような励起により、第２の作動状態から第１の作動状態への移行時にノード
軸位置が変化することになる。ノード軸マウントのところの回転追従性（ｒｏｔａｔｉｏ
ｎａｌ　ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）が比較的低いままである場合、遠位マウントＡ５０１の
追従性を基準として、ノード軸マウントＡ５０４及びＡ５０５のところでのデカップリン
グ・システムの並進的追従性が十分に高いことにより、第１の作動状態さらには第２の作
動状態においてこの位置がノード軸となる。これは、第２の作動状態から第１の作動状態
への移行（及び、その逆も）が、より柔らかい遠位マウントの追従性の影響を主として受
けるような低い周波数（ＦＲＯを基準とする）で起こることを意味する。
【１５８２】
　例えば、準最適なデカップリング・コンフィギュレーションは、並進的な振動板の作動
を有して回転対称性を呈するが非対称のデカップリング・マウント追従性（ｄｅｃｏｕｐ
ｌｉｎｇ　ｍｏｕｎｔ　ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）を有する標準的な円錐形の振動板ドライ
バであってよい。このシステムは、トランスデューサ・ノード軸を有さない第２の作動状
態及びトランスデューサ・ノード軸を有する第１の作動状態を示すことができ、第２の状
態から第１の状態への移行が比較的高い周波数において起こり得る。この事例では、デカ
ップリング・システムが、比較的高い周波数で発生するような強く励起される１つ又は複
数のモードを作り出し、この周波数を十分に超える場合以外では、ハウジング又はバッフ
ル又はエンクロージャなどの中まで振動が通過するのを効果的に防止することができない
可能性がある。
【１５８３】
　デカップリング・システムの有効性は、デカップリング・システムが伝達する振動の程
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度に関係する。デカップリング・システムの追従性により共振モードが作り出されるよう
な周波数あたりで振動伝達が強まる可能性があり、さらには非デカップリング・システム
の場合のレベルを超えるまで強まる可能性もある。デバイスがこのような周波数を超えて
作動されることが最適であるが、これは常に実際的であるというわけではない。そのよう
な周波数あたりで及びそれ未満で、トランスデューサ・ノード軸の位置がデカップリング
・マウンティング・システムの機械的制約によって画定されるか又は部分的にその影響を
受ける。
【１５８４】
　いくつかの実施例では、デカップリング・マウンティング・システムの追従性及び／又
は追従性プロファイル、並びに、関連付けられた基部構造組立体を基準としたデカップリ
ング・マウンティング・システムの位置は、基部構造組立体が：
　ａ）オーディオ・トランスデューサのＦＲＯの下限；
　ｂ）ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯに相当するオクターブ値）／４）；
　ｃ）ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯに相当するオクターブ値）／２）；
のうちの任意の１つ又は複数よりも概略高い作動周波数を受けるときにオーディオ・トラ
ンスデューサが第２の作動状態で作動することになるようなものである。
【１５８５】
　これは、デカップリング・システムの共振と、マウンティング・システムが効果的に分
離されないときの周波数とを、ＦＲＯと比較して、また好適には人間の耳が最も敏感であ
る４００Ｈｚから４ｋＨｚの周波数帯域とも比較して、低い周波数のところで発生させる
ように、デカップリング・マウンティング・システムが十分に高い追従性を有する場合に
、音質が改善される、ことを理由とする。
【１５８６】
　シミュレートされる実施例Ａのオーディオ・トランスデューサは、最大周波数の第６の
デカップリング・モード（４７９Ｈｚ）より例えば１オクターブ高いといったようにそれ
より十分に高い周波数において第２の作動状態で作動し、したがって第２の作動状態では
４７９Ｈｚより１オクターブ高くなり、すなわち９５８Ｈｚを超える。このシナリオは最
適なデカップリング性能を維持する。しかし、示されるように、マウントがＡ１４などの
ように慎重に設計される特別な事例において、より低い周波数でも良好な性能が達成され
得る。具体的には、システムＡ１４が例えば１２８Ｈｚの低さといったように６４Ｈｚの
近くの低さで作動される場合、この帯域幅でデカップリング・モードがわずかにのみ励起
されることになり、したがって、ドライバがその第１の作動状態へと移行するにもかかわ
らずオーディオの劣化はわずかなものにとどまる。
【１５８７】
　説明されるように、デカップリング・マウント及びデカップリング追従性（ｄｅｃｏｕ
ｐｌｉｎｇ　ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ）が第１の作動状態でのトランスデューサ・ノード軸
を第２の作動状態での位置と等しくするように構成される場合、デカップリング・システ
ムによって最適な切り離しが実現される。実際には、公差が見込まれることから、第１の
作動状態でのトランスデューサ・ノード軸を第２の作動状態の位置に非常に接近するもの
／隣接するものとするようにデカップリング・マウント及びデカップリング追従性が構成
される場合、デカップリング・システムにより十分な切り離しが実現されることになる。
【１５８８】
　いくつかの実施例では、デカップリング・マウンティング・システムが、第２の作動状
態でのトランスデューサ・ノード軸から、基部構造組立体の最大寸法の２５％、より好適
には４０％の距離を超えるところに配置される１つ又は複数の遠位マウントを有する。基
部構造組立体をマウントするところの構成要素を基準とした基部構造組立体の動きが高い
確実性で有意なものであることから、遠位マウントが追従性を有し、ノード軸マウントと
比較してトランスデューサに対しての支持の大部分を提供しない、ことが好ましい。遠位
マウントの目的は、主として、通常作動時にオーディオ・デバイスのハウジング又は何ら
かの他の部分にトランスデューサが触れるのを防止するような何らかのセンタリング能力
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を提供することである。好適には、遠位マウントは集合的に十分な追従性を有し、したが
って、残りのすべてのデカップリング・マウンティング・システムのマウントが取り外さ
れる場合の、オーディオ・トランスデューサの作動の経過中に有意に励起される、基部構
造組立体をマウントしているところの構成要素を基準とした基部構造組立体の動きを伴う
ような基部構造組立体のすべての共振モードの周波数が：
　ａ）オーディオ・トランスデューサのＦＲＯ；
　ｂ）ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯに相当するオクターブ値）／８）；
　ｃ）ＦＲＯの下限×２（（ＦＲＯに相当するオクターブ値）／４）；
より低くなる。このような共振モードの周波数を計算する適切な方法は、有限要素法分析
を使用するコンピュータ・モデルを介するものである。
【１５８９】
４．４．３　種々のデカップリング材料及びコンフィギュレーション
　デカップリング・マウンティング・システムは、２つの部分の間での振動の機械的伝達
を有益に軽減することを目的として、オーディオ・デバイスの１つの部分から別の部分へ
の適切な追従性を有する支持を実現するための多種多様な材料及びコンフィギュレーショ
ンを有することができる。例えば、デカップリング・マウンティング・システムが、ゴム
、シリコン若しくは粘弾性ウレタン重合体、又は、柔らかいプラスチック材料から形成さ
れる他の部材、などの可撓性及び／又は弾性を有する材料を有することができる。デカッ
プリング・マウンティング・システムが強磁性流体を有することができ、この流体が磁界
の適用により定位置で保持され得る。デカップリング・マウンティング・システムが磁気
反発力を使用することができ、可能性として、１つの部分上の磁気要素が別の部分上の別
の磁気要素と反発する。別のコンフィギュレーションでは、デカップリング・マウンティ
ング・システムが、第１の構成要素と第２の構成要素との間での支持をなすための流体又
はゲルを有することができる。流体又はゲルは可撓性材料を有するカプセルに入れられ得
る。別法として又は加えて、マウンティング・システムのうちの少なくとも１つが、金属
ばね又は他の金属弾性部材などの、可撓性及び／又は弾性を有する部材又は要素を有する
ことができる。
【１５９０】
　いくつかの実施例では、デカップリング・マウンティング・システムが、摂氏２４度に
おいて、０．２を超える、又は０．４を超える、又は０．８を超える、又は最も好適には
１を超える機械的な損失係数を有する可撓性材料を有する。これは、デカップリング・マ
ウント上で動くドライバを伴う共振モードがより良好に制御され得ることを意味する。
【１５９１】
４．４　デカップリングと組み合わされる好適なオーディオ・トランスデューサの特徴
　上で言及したように、例えばセクション４．２の実施例のもとで説明したような本発明
のデカップリング・マウンティング・システム、及び／又は、セクション４．３で概説さ
れる考察に従って当業者によって設計され得る任意の他のデカップリング・システムの実
施例が、以下の特徴：
　・本明細書のセクション２．２のコンフィギュレーションＲ１～Ｒ４の振動板構造で説
明されるような、若しくは、セクション２．３のコンフィギュレーションＲ５～Ｒ７のオ
ーディオ・トランスデューサのもとで説明した振動板構造の場合のような、共振制御に対
して剛性によるアプローチを採用する厚くて高い剛性を有する振動板、
　・本明細書のセクション２．２．１のもとで実施例Ａのオーディオ・トランスデューサ
に関して説明したような高い剛性及びロバスト性のジオメトリを有する基部構造、
　・本明細書のセクション２．３のもとで説明したオーディオ・トランスデューサのとこ
ろで定義されるような自由周辺部の（ｆｒｅｅ　ｐｅｒｉｐｈｅｒｙ）振動板、並びに／
又は、
　・本明細書のセクション３．２若しくは３．３のもとで定義されるような、ヒンジ・シ
ステムを有する回転動作トランスデューサ、
のうちの１つ又は複数の特徴（ただし、好適にはすべての特徴）の任意の組合せを有する
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オーディオ・トランスデューサに好適には組み込まれる。
【１５９２】
　これらの特徴とデカップリング・システムとの組合せを、（主として）本明細書のセク
ション４．２．１で説明されるデカップリング・システムを組み込む実施例Ａのオーディ
オ・トランスデューサを参照して説明する。しかし、説明される以下のオーディオ・トラ
ンスデューサの特徴が、本発明の範囲から逸脱することなく、セクション４．２．２若し
くは４．２．３で説明されるような又はセクション４．３で概説される基準に従って設計
され得るような任意の他のデカップリング・システムに組み合わされ得ることが理解され
よう。
【１５９３】
４．４．１　高い剛性を有する振動板と組み合わされるデカップリング
　上で言及したように、共振制御に対して剛性によるアプローチを採用する有意に厚くて
高い剛性を有する振動板構造（例えば、セクション２．２のもとでコンフィギュレーショ
ンＲ１～Ｒ４の振動板構造のために定義されるような）がドライバのエンクロージャから
十分に分離される場合、エンクロージャの共振及び振動板の共振のいずれも作動帯域幅の
範囲内でのオーディオ再生を不明瞭なものとしない。したがって、本発明のデカップリン
グ・システムは、好適には、例えば本発明のコンフィギュレーションＲ１の振動板構造に
関連して説明したような高い剛性を有する振動板構造を有するオーディオ・トランスデュ
ーサを有するオーディオ・デバイスに組み込まれる。このオーディオ・トランスデューサ
の実例のコンフィギュレーションＲ１の振動板構造の特徴及び態様は、参照により組み込
まれる本明細書の高い剛性を有する振動板のセクションで詳細に説明される。以下では、
簡潔さのために、この振動板構造の簡単な説明のみを行う。
【１５９４】
　図Ａ２及びＡ１５を参照すると、一実施例において、本発明の上述のデカップリング・
システムのうちの１つを組み込むオーディオ・デバイスが、サンドイッチ型の振動板構成
を有するコンフィギュレーションＲ１の振動板構造Ａ１３００を有するオーディオ・トラ
ンスデューサをさらに備える。この振動板構造Ａ１３００が、有意に軽量なコア／振動板
本体Ａ２０８と、作動中の本体の面のところで又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵
抗するための、振動板本体の主面Ａ２１４／Ａ２１５のうちの少なくとも１つの主面に隣
接して振動板本体に接続される外側垂直応力補強材Ａ２０６／Ａ２０７とで構成される。
垂直応力補強材Ａ２０６／Ａ２０７が本体の外側の少なくとも１つの主面Ａ２１４／Ａ２
１５上に接続され得るか（示される実例のように）、又は別法として少なくとも１つの主
面Ａ２１４／Ａ２１５に直接に隣接して実質的に近位である形で本体内に接続され得、そ
れにより作動中に圧縮－引張応力に十分に抵抗する。垂直応力補強材が、作動中にボディ
が受ける圧縮－引張応力に抵抗するために、振動板本体Ａ２０８の対向する前方主面Ａ２
１４及び後方主面Ａ２１５の各々の上にある補強部材Ａ２０６／Ａ２０７を備える。
【１５９５】
　振動板構造Ａ１３００が、作動中に本体が受けるせん断変形に抵抗するために及び／又
はそのせん断変形を実質的に軽減するために、コアに埋め込まれ、主面Ａ２１４／Ａ２１
５のうちの少なくとも１つの主面に対してある角度で向けられる少なくとも１つの内部補
強部材Ａ２０９をさらに備える。内部補強部材Ａ２０９が、好適には、外側垂直応力補強
部材Ａ２０６／Ａ２０７のうちの１つ又は複数に取り付けられる（好適には、両側に（す
なわち、各主面のところに））。内部補強部材が、作動中に本体が受けるせん断変形に抵
抗するように及び／又はそのせん断変形を軽減するように機能する。好適には、振動板本
体のコア内に分布する複数の内部補強部材Ａ２０９が存在する。
【１５９６】
　コアＡ２０８が、３次元的に変化する相互連結構造を備える材料から形成される。コア
材料が、好適には、発泡体、又は、規則正しい３次元格子構造の材料である。コア材料が
複合材料を含むことができる。好適には、コア材料が発泡ポリスチレン・フォームである
。
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【１５９７】
　振動板が、トランスデューサのＦＲＯを超えての作動中に実質的な剛体形態を維持する
十分に高い剛性を有する振動板本体を備える。
【１５９８】
　好適には、振動板本体が、回転軸までの本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％である
最大厚さを有する。より好適には、最大厚さが、回転軸までの本体の最大長さ寸法の少な
くとも１５％である。
【１５９９】
　いくつかの実施例では、振動板本体の厚さが先細りにされて、厚さを遠位領域に向かっ
て減少させる。他の実施例では、振動板本体の厚さが段をつけられて、振動板組立体の質
量中心の遠位である領域に向かって厚さを減少させる。
【１６００】
　いくつかの実施例では、この例示のトランスデューサの振動板構造の内部応力補強材が
、コンフィギュレーションＲ５～Ｒ７のオーディオ・トランスデューサのもとで説明され
る振動板構造の場合のように、排除されてもよい。
【１６０１】
４．４．２　自由周辺部タイプのオーディオ・トランスデューサと組み合わされるデカッ
プリング
　上で言及したように、例えばセクション２．３のもとで定義されるように、少なくとも
部分的に周囲の構造と物理的に連結しない周辺部を備える振動板構造を有するオーディオ
・トランスデューサが、オーディオ・ドライバのエンクロージャから十分に分離される場
合、エンクロージャの共振及び振動板サスペンションの共振の両方が作動帯域幅内にて低
減又は排除され得、それによりオーディオ再生を不明瞭なものとするのを防止するのを補
助する。
【１６０２】
　少なくとも部分的に自由周辺部を有する（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｐａｒｔｉａｌｌｙ　ｆ
ｒｅｅ　ｐｅｒｉｐｈｅｒｙ）振動板構造のための振動板サスペンションは、振動板全体
の追従性及び可動域を必要以上に損なわせることなく、共振に対して幾何学的により高い
ロバスト性を有するように作られ得る。また、振動板サスペンションは小さい面積を有す
ることから、発生する可能性のあるいかなる共振の可聴性も低減する。したがって、いく
つかの実施例では、本発明のデカップリング・システムが、好適には、参照により組み込
まれる本明細書のセクション２．３のもとで説明される自由周辺部タイプの振動板を備え
るオーディオ・トランスデューサに組み込まれる。
【１６０３】
　以下では、簡潔さのために、好適な構造の簡単な説明のみを行う。好適なコンフィギュ
レーションでは、デカップリング・システムが、本明細書のセクション２．３のコンフィ
ギュレーションＲ５～Ｒ７のもとで説明されるようなオーディオ・トランスデューサのコ
ンフィギュレーションに組み込まれる。
【１６０４】
　図Ａ２を参照すると、この実例のオーディオ・トランスデューサが、振動板の周囲のサ
スペンションを排除すること及び振動板本体縁部の近くの外側垂直応力補強材の質量を低
減することを同時に行うことにより、改善される振動板分割挙動を実現するように構成さ
れる。この実例のオーディオ・トランスデューサは、周囲の構造と少なくとも部分的に物
理的に連結しない周辺部を備える振動板構造を有する振動板組立体である。また、振動板
構造が、好適には、振動板組立体の質量中心から離れた関連付けられた主面の１つ又は複
数の周辺縁部領域に向かって質量が低減するような外側垂直応力補強材を備える極めて軽
量な振動板本体を備える。示される実例では、振動板組立体の質量中心がコイル巻線など
の力伝達構成要素の近位に配置されるが、これが組立体の設計に応じて他の場所に配置さ
れてもよいことが理解されよう。
【１６０５】
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　振動板組立体Ａ１０１が、外側垂直応力補強材によって補強される１つ又は複数の主面
を備える本体を有する振動板構造Ａ１３００を有する。振動板構造の垂直応力補強材が、
振動板組立体の質量中心位置から遠位である１つ又は複数の領域のところの質量を比較的
小さくするような質量分布を有する。垂直応力補強材内での質量の低減に加えて、振動板
構造が、その場でハウジングＡ６０１の内部と実質的に物理的に連結しない周辺部を備え
る。この実例では、周辺部は概して全体がハウジングと物理的に連結しないが、いくつか
の変形形態では、周辺部はまた、周辺部の長さの少なくとも２０％、３０％、５０％又は
８０％に沿って連結しなくてもよい。
【１６０６】
　この実例では、補強されない表面の他の部分をそのままにして外側応力補強材を提供す
るのに一連の支柱が利用されるが、他の形態の補強材が利用されてもよいことが理解され
よう。支柱は振動板構造の基部領域に接近するところでより幅広であり（組立体の質量中
心位置の近位である回転軸の近く）、振動板本体の関連付けられた主面の長さの中間のと
ころでは（例えば、振動板本体の主面のほぼ半分）、主面先端部の反対側の周辺縁部に向
かっての垂直応力補強支柱の幅が縮小し、質量を低減する。
【１６０７】
　また、このオーディオ・トランスデューサは１つ又は複数の振動板構造の周辺領域のと
ころで低減される質量を有し（ここでは、連結される振動板サスペンションが存在しない
か又は最小となる）、それにより、振動板の残りの部分を通しての連続的な除荷が実現さ
れ、内部コアのせん断の問題に対してさらなる対処がなされることになる。
【１６０８】
　好適には、エンクロージャ内部と連結しない振動板構造の１つ又は複数の周辺領域とエ
ンクロージャ内部との間に小さい空気間隙が存在する。好適には、空気間隙のサイズは振
動板本体の長さの１／２０未満である。好適には、空気間隙のサイズは１ｍｍ未満である
。
【１６０９】
　一実施例では、振動板が、本体の最大長さ寸法の少なくとも１１％、より好適には少な
くとも１４％の最大厚さを有する振動板本体を備える。
【１６１０】
　これらの特徴により作動帯域幅で最小の共振を作り出すドライバが得られ、したがって
このドライバは作動帯域幅内において非常に低いエネルギー蓄積特性を有する。
【１６１１】
４．４．３　コンパクトで高いロバスト性を有する基部構造と組み合わされるデカップリ
ング
　上で言及したように、オーディオ・ドライバの基部構造が、剛体材料から作られてコン
パクトでロバスト性の高いジオメトリを有することを理由として比較的共振フリーである
場合（例えば本明細書のセクション２．２．１で定義されるように）、エンクロージャの
共振又は基部構造の共振のいずれも作動帯域幅内でオーディオ再生を不明瞭なものとしな
い。この基部構造Ａ１１５の特徴及び態様は、参照により組み込まれる本明細書のセクシ
ョン２．２．１で詳細に説明される。以下では、簡潔さのために、基部構造を簡単にのみ
説明する。
【１６１２】
　図Ａ１を参照すると、いくつかの実施例で、本発明のデカップリング・システムが、比
較的高い比弾性率の特性を有する１つ又は複数の構成要素／部分から構成されるトランス
デューサ基部構造Ａ１１５を備えるオーディオ・トランスデューサを有するオーディオ・
デバイスに組み込まれる。トランスデューサ基部構造Ａ１１５が、それが有することにな
るいかなる共振モードもトランスデューサのＦＲＯの範囲外で好適には発生させるような
著しく高い剛性を有するように設計される。このタイプの設計の例として、磁石Ａ１０２
並びにポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４で構成されるトランスデューサ基部構造Ａ１
１５の主部分（基部構造の質量の大部分）がある。磁石Ａ１０２並びにポール・ピースＡ
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１０３及びＡ１０４が、好適には、トランスデューサ基部構造Ａ１１５の著しく高い剛性
を有する脚の短いボディを作り上げる。
【１６１３】
　後でさらに詳細に説明されるように、基部構造組立体が実質的に非拘束であるとき、基
部構造が、大きい回転成分を有する動作と共に動くような質量分布を有する。例えば、ト
ランスデューサが十分に高い周波数で作動され、その結果、デカップリング・マウンティ
ング・システムのスティフネスを無視しても構わないか又は無視しても構わない程度にす
るとき、基部構造組立体が実質的に非拘束である。
【１６１４】
　基部構造Ａ１１５が電磁アクチュエータ機構の部分を備え、これには、磁石体Ａ１０２
、並びに、磁石体Ａ１０２の一方の端部のところで対向し且つ分離されるポール・ピース
Ａ１０３及びＡ１０４が含まれる。ポール・ピースが磁石体Ａ１０２の両側に接続される
。細長い接触バーＡ１０５がポール・ピースの間に形成される隙間内で磁石体に跨って横
方向に延びる。接触バーＡ１０５が一方側で磁石体に接続され、反対側で振動板組立体Ａ
１０１に接続される。接触バーＡ１０５が、振動板組立体Ａ１０１に接続される側よりも
、磁石Ａ１０２に接続される側でより大きい接触面積を有するように形成される。セクシ
ョン４．２．１のデカップリング・システムの１対のデカップリング・ピンＡ１０７及び
Ａ１０８が磁石体Ａ１０２の両側から側方に突出し、その場で、基部構造Ａ１０５を、関
連付けられたハウジングに枢動可能に接続するように構成される。基部構造Ａ１１５が、
ネオジム（ＮｄＦｅＢ）の磁石Ａ１０２、鋼のポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４、鋼
の接触バーＡ１０５、並びに、チタンのデカップリング・ピンＡ１０７及びＡ１０８を備
えることができる。トランスデューサ基部構造Ａ１１５のすべての部分が、例えばエポキ
シベースの接着剤などの、接着剤を使用して連結され得る。
【１６１５】
　この実例では、トランスデューサが、基部構造Ａ１１５を基準としてニュートラルな回
転位置まで振動板組立体Ａ１０１を付勢するための、振動板組立体Ａ１０１に作動可能に
接続される復元／付勢機構をさらに備える。好適には、ニュートラルな位置が、往復動す
る振動板組立体Ａ１０１の実質的に中央の位置である。この実施例の好適なコンフィギュ
レーションでは、トーション・バーＡ１０６の形態の振動板センタリング機構がトランス
デューサ基部構造Ａ１１５を振動板組立体Ａ１０１にリンクし、トランスデューサ基部構
造Ａ１１５を基準とした平衡位置へと振動板組立体Ａ１０１をセンタリングするのに十分
な強さを有する復元力／付勢力を提供する。このコンフィギュレーションでは、復元力を
提供するのにねじりばねが利用されるが、代替のコンフィギュレーションにおいて、回転
復元力（ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ　ｒｅｓｔｏｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒｃｅ）を提供するのに
、当技術分野でよく知られる他の付勢構成要素又は付勢機構が利用されてもよいことが理
解されよう。
【１６１６】
　接触バーＡ１０５が端部タブＡ３０３（図Ａ３に見られるような）のところでトーショ
ン・バーＡ１０６に連結され、強固な形でのこの連結を促進するためには、接触バーＡ１
０５が、トランスデューサ基部構造の高い剛性を有する脚の短いボディを作り上げている
磁石Ａ１０２並びに外側ポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４から離れて外向きに突出し
ていなければならない。トーション・バーＡ１０６が、基部構造Ａ１１５に最も近い組立
体Ａ１０１の端部のところ又はその付近で、振動板組立体Ａ１０１の側部から側方に実質
的に直角に延びる。
【１６１７】
　接触バーＡ１０５は比較的細長く、したがってそれに応じて共振しやすい。これを最小
にするために、接触バーＡ１０５が先細りにされ、屈曲するときに最大に変位するところ
の端部タブＡ３０３の近くの質量を減少させ、また、脚の短いボディによって提供される
支持の相対的な剛性を、突出部の基部に向かう方向に増大させ、ここでは、いかなる変形
も端部タブのエリアの変位を最大にする。接触バーはまた、接着性物質に関連する追従性
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を最小にするために磁石Ａ１０２に対してのその連結部のところで、多様な平面の向きに
おいて、大きい表面積を有する。その理由は、接着性物質（エポキシ樹脂）が約３ＧＰａ
の比較的低いヤング率を有するからである。
【１６１８】
　トランスデューサ基部構造Ａ１１５が振動板の一方の端部に面するようにマウントされ
ることから、振動板の前方主面Ａ２１４及び後方主面Ａ２１５の両方が障害物を有さず、
それにより空気流れが最大となり、また、トランスデューサ基部構造、振動板及びハウジ
ングＡ６０１などの、構成要素の間に含まれる多量の空気によって引き起こされる空気共
鳴が最小となる。
【１６１９】
４．４．４　回転動作ドライバと組み合わされるデカップリング
回転動作及び力伝達構成要素
　回転動作トランスデューサが固有の共振を有するエンクロージャ又は他の構造に強固に
マウントされる場合、これらの共振は、線形の振動板の動作を有するドライバによる共振
の場合とほぼ同じような形でドライバによって励起される可能性があり、それにより望ま
しくないエネルギー蓄積が起こる。回転動作ドライバの場合、この蓄積されるエネルギー
が、振動板組立体ヒンジ・システムを介してエンクロージャから振動板に送られる可能性
がある。その理由は、ヒンジ機構が、１つの回転基本モードに関して通常は非常に高い追
従性を有するにもかかわらず、並進変位に対してのそれらの固有の抵抗性によりエネルギ
ーを伝達するからである。
【１６２０】
　このプロセスでは、振動の振幅が、相対的に重いエンクロージャ・パネル及びトランス
デューサ基部構造の構成要素と軽量の振動板との間のインピーダンス不整合により機械的
に増幅される可能性がある。
【１６２１】
　したがって、共振傾向のある構造（ｒｅｓｏｎａｎｃｅ－ｐｒｏｎｅ　ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ）から振動板構造への振動の伝達を低減するデカップリング・システムを備える回転
動作オーディオ・デバイスを構成することには利点がある。例えば、１つの有用な実施例
は、ロバスト性を有してコンパクトであるエンクロージャ内に強固にマウントされる回転
動作トランスデューサを有するヘッドホンであり、ここでは、トランスデューサ／エンク
ロージャ全体が、共振傾向のある大きいヘッドバンドからトランスデューサ／エンクロー
ジャ・システムを分離するためのデカップリング・システムにより、低共振システムであ
るか又は実質的に共振フリーである。このコンフィギュレーションは、（聴取者の耳から
偶然に離れ、直接に音を発することができない）ヘッドバンドの中まで振動が通過し、内
部のヘッドバンド共振モードを介して蓄積され、振動板を介して聴取者の耳の中へ解放さ
れる、のを防止する。
【１６２２】
　図Ａ１及びＡ２を参照すると、いくつかの実施例で、本発明のデカップリング・システ
ムが、回転動作トランスデューサを有するオーディオ・デバイスに組み込まれる。組み立
てられた状態では、トランスデューサが、振動板Ａ１０１がそこに接続されてそこを基準
として回転するところの基部構造Ａ１１５を備える。基部構造Ａ１１５が、動作中に基部
構造を基準として振動板を回転させるためのアクチュエータ機構の少なくとも一部分を有
する。オーディオ・トランスデューサのこの実例では、電磁アクチュエータ機構が動作中
に振動板を回転させ、基部構造Ａ１１５が磁石体Ａ１０２を備え、磁石体Ａ１０２が、振
動板Ａ１０１の付近の磁石体Ａ１０２の端部のところで対向し且つ分離されるポール・ピ
ースＡ１０３及びＡ１０４を備える。電磁機構のコイルがポール・ピースＡ１０３及びＡ
１０４の間に位置し、振動板Ａ１０１の作動端部に接続される。
【１６２３】
　図Ａ２を参照すると、より厚い端部である振動板Ａ１０１の一方の端部がそこに取り付
けられる力発生構成要素Ａ１０９を有する。本明細書で説明されるデカップリング・マウ
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ンティング・システムを使用することにやはり関連する、好適な一形態では、変換機構が
、望ましくない共振モードの機会を最小にするために、振動板構造Ａ１３００に直接に強
固に連結される力伝達／発生構成要素（例えば、モータ・コイル巻線Ａ１０９又は磁石）
を備える。別法として、力伝達／発生構成要素が、１つ又は複数の中間構成要素を介して
振動板構造Ａ１３００に強固に連結され、力伝達構成要素と振動板本体との間の距離が振
動板本体の最大寸法の７５％未満である。より好適には、この距離が、振動板本体の最大
寸法の、５０％未満、３５％未満又は２５％未満である。この近接性が構造の剛性を補助
し、望ましくない共振モードの機会をやはり最小にする。
【１６２４】
　力発生構成要素に接続される振動板構造Ａ１３００が振動板組立体Ａ１０１を形成する
。この実例では、力発生構成要素が、２つの長辺Ａ２０４及び２つの短辺Ａ２０５で構成
される概略の長方形の中に巻かれるコイル巻線Ａ１０９である。スペーサが、振動板構造
Ａ１３００のより厚い方の基部端部に対して相補的であるプロファイルを有し、したがっ
て、オーディオ・トランスデューサ／振動板組立体の組み立てられた状態において、振動
板構造の厚い端部の周辺縁部の周りを延びることになるか又はその付近で延びることにな
る。スペーサＡ１１０が、ヒンジ組立体Ａ３０１の一部分を形成する鋼のシャフトＡ１１
１に取り付けられる／固定的に接続される。振動板本体Ａ２０８の基部端部／厚い端部の
ところに配置されるこれらの３つの構成要素の組合せが、実質的にコンパクトでロバスト
性の高いジオメトリを有する振動板組立体の、高い剛性を有する振動板基部構造を形成し
、それにより、振動板組立体のより軽量な方のウェッジ部分を強固に取り付けるところの
頑丈で耐共振性を有するプラットホームを作る。
【１６２５】
　回転動作オーディオ・トランスデューサでは、変換機構が回転軸に比較的近いところに
配置される場合、最適な効率が得られる。これは、望ましくない共振モードを最小にする
ことに基づく本発明の目的において良好に機能し、また具体的には、回転軸に接近させて
励起機構を配置することにより、振動板組立体の回転の慣性を過度に増大させることなく
、比較的重くてコンパクトな構成要素を介してのヒンジ機構への強固な連結を可能にする
、という上で言及した考えにおいて、良好に機能する。この事例では、コイルの半径が約
２ｍｍであってよいか、又は振動板本体の長さＡ２１１の約１３％であってよいが、効率
を最適化するための他の半径も考えられる。
【１６２６】
　最大化される振動板の可動域を介して及び共振の受けやすさを低減することを介してハ
イファイ・オーディオ再生を実現するためのトランスデューサの能力を最大化するために
、回転軸から測定される、振動板本体の長さＡ２１１に対しての、力伝達構成要素又は力
発生構成要素Ａ１０９の取り付け位置の半径の比が、好適には０．５未満であり、最も好
適には０．４未満である。これも効率を最適化するのを補助することができる。
【１６２７】
高い剛性を有するヒンジ（少なくとも１方向において）
　好適には、振動板組立体が、少なくとも１つの並進方向において高い剛性を有するヒン
ジ組立体により支持され、これには、振動板の分割周波数を実質的に増大させるのに必要
な高い剛性を有する支持体が提供されることになるという利点がある。本明細書のセクシ
ョン３．２及び３．３において本明細書で説明される接触ヒンジ（ｃｏｎｔａｃｔ　ｈｉ
ｎｇｅ）組立体及びたわみヒンジ組立体が、本発明のデカップリング・システムとの組合
せで使用され得るような２つのヒンジ式機構である。
【１６２８】
　ヒンジ組立体は好適にはいくつかの方向において極めて高い剛性を有し、その結果、少
なくとも１つの軸に沿っての、又はより好適には実質的に直交する少なくとも２つの並進
軸に沿っての、又はさらにより好適には実質的に直交する３つの並進軸に沿っての、振動
板組立体と関連付けられた基部構造との間での相対的な並進が十分に防止されることにな
る。
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【１６２９】
　また、ヒンジ組立体は好適にはいくつかの方向において極めて高い剛性を有し、その結
果、組立体の意図される回転軸を除いた、少なくとも１つの軸を中心とした、又はより好
適には実質的に直交する少なくとも２つの軸を中心とした、振動板組立体と関連付けられ
た基部構造との間での相対的な回転が十分に防止されることになる。
【１６３０】
接触ヒンジの形態
　上記のセクション４．５．１で説明されるような回転動作オーディオ・トランスデュー
サ及び本発明のデカップリング・システムを有するこのオーディオ・デバイスの実施例の
一形態では、オーディオ・トランスデューサが、振動板組立体Ａ１０１をトランスデュー
サ基部構造Ａ１１５に枢動可能に接続する、セクション３．２で説明されるような接触ヒ
ンジ機構をさらに備える。接触ヒンジ・システムに関連する設計原理及び設計留意点並び
に例示の実施例の完全な説明が本明細書のセクション３．２で提供される。本記述に基づ
いて設計される任意の接触ヒンジ機構が、当業者には明白な形で、このデカップリング・
システムと共に使用され得ることが理解されよう。簡潔さのため、この説明が以下で繰り
返されることはなく、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサで示される１つの例示の
接触ヒンジ・システムの簡単な説明のみを行う。
【１６３１】
　図Ａ１及びＡ２を参照すると、一形態において、回転動作トランスデューサが、ヒンジ
・システムを介してトランスデューサ基部構造Ａ１１５に枢動可能に接続される振動板組
立体Ａ１０１を備える。ヒンジ・システムが振動板組立体Ａ１０１とトランスデューサ基
部構造Ａ１１５との間に転動接触（ｒｏｌｌｉｎｇ　ｃｏｎｔａｃｔ）を形成し、その結
果、振動板組立体Ａ１０１が基部構造Ａ１１５を基準として回転することができるか又は
ロック／揺動することができる。この実例では、ヒンジ・システムが、接触面を有する長
手方向接触バーＡ１０５（図Ａ１ｆで最も良好に見られる）である接触部材に対して旋回
する、長手方向ヒンジ・シャフトＡ１１１である少なくとも１つのヒンジ要素を有するヒ
ンジ組立体Ａ３０１を備える。この実例では、ヒンジ要素Ａ１１１が、ヒンジ要素の一方
側において接触領域Ａ１１２のところに実質的に凸形に湾曲した接触面又は頂点を備え、
接触領域Ａ１１２のところの接触バーＡ１０５の一方側の接触面が実質的に平面又は平坦
である。代替のコンフィギュレーションにおいて、ヒンジ要素Ａ１１１又は接触部材Ａ１
０５のいずれか一方が、凸形に湾曲した接触面を一方側に備えることができ、接触バー又
はヒンジ要素のもう一方の対応する表面が、平坦な表面、凹形表面、又は、より緩い凸形
の表面（相対的により大きい曲率半径を有する）を備えることができ、それにより、もう
一方の表面に対して一方の表面が旋回することが可能になることが理解されよう。
【１６３２】
　ヒンジ要素Ａ１１１及び接触部材Ａ１０５の構成要素が、ヒンジ・システムの付勢機構
により一定程度の追従性を有するように加えられる力により、実質的に一定に接触する状
態で保持される。付勢機構はヒンジ要素の一部であってよいか又はヒンジ要素とは別個の
要素であってもよい。実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの実例では、ヒンジ式シ
ステムの付勢機構が、対向するポール・ピースＡ１０３及びＡ１０４を備える磁石Ａ１０
２を有する磁石ベースの構造であり、磁石Ａ１０２が、所望のレベルの追従性を有するよ
うな形で接触部材に対してヒンジ要素を押圧するように機能する。この付勢機構により、
ヒンジ要素Ａ１１１及び接触部材Ａ１０５がオーディオ・トランスデューサの動作中に物
理的接触を確実に維持するようになり、また好適には接触部材とヒンジ要素との間の相対
運動に対して十分な追従性を確実に有するようにもなり、その結果、ヒンジ組立体が、ま
た具体的には動いているヒンジ要素が、接触面の製造のばらつき若しくは欠陥部分などの
ファクタを原因とする、及び／又は、例えばヒンジ組立体の製造中若しくは組み立て中に
組立体の中に誤って導入される可能性があるダスト若しくは他の異物を原因とする、動作
中に存在し得る転がり抵抗を受けにくくなる。このようにして、ヒンジ要素Ａ１１１が、
動作中の振動板の回転動作に有意に影響することなく接触部材に対して継続的に旋回する
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ことができ、それにより、それ以外の場合で起こり得るような音の乱れを和らげることが
できるか又は少なくとも部分的に軽減することができる。
【１６３３】
　付勢機構は、接触部材Ａ１０５に接触させた状態でヒンジ要素Ａ１１１を保持すること
を目的として、振動板構造の長手方向軸に実質的に平行である、及び／或いは、接触領域
若しくは接触線（ｌｉｎｅ　ｏｆ　ｃｏｎｔａｃｔ）Ａ１１２又はヒンジ要素Ａ１１１の
頂点に接する平面に対して実質的に垂直である、方向に力を加えるように構成される。ま
た、付勢機構は、抵抗を最小にして、旋回するヒンジ要素がヒンジ組立体の接触面の間に
存在する欠陥部分又は異物を越えて動くのを可能にするように、少なくともこの方向にお
いて十分な追従性を有し、それにより、動作中の、接触部材上でのヒンジ要素の滑らかで
十分に平静な旋回動作が可能となる。言い換えると、付勢構造の追従性が向上することで
、ヒンジが、完全に滑らかで干渉を受けない接触面を有するヒンジ組立体の場合と同様に
作動することが可能になる。
【１６３４】
　図Ａ３ａを参照すると、この実施例で、ヒンジ組立体Ａ３０１が、接触平面に対して実
質的に垂直な方向において振動板構造Ａ１０１を定位置で保持するように作動可能である
リガメントＡ３０６及びＡ３０７を備える。
【１６３５】
　ヒンジ要素Ａ１１１は、動作中、中央のニュートラルな回転位置の好適には両側に配置
される２つの最大回転位置の間で接触部材に接触して枢動するように構成される。この実
施例では、ヒンジ組立体Ａ３０１が、振動板に励起力が加えられない場合にヒンジ及び振
動板組立体を、その基本共振モードを基準としての所望のニュートラルな回転位置又は所
望の平衡回転位置まで復元するための復元機構Ａ１０６（図Ａ１ａに示される）をさらに
備える。復元機構が、振動板組立体をニュートラルな回転位置に向かって付勢するための
任意の形態の弾性手段を有することができる。この実施例では、トーション・バーＡ１０
６が復元／センタリング機構として利用される。実施例Ｅに関連して本明細書で説明され
るような形態などの、別の形態では、復元機構及び力の一部分又はすべてが、接触面のジ
オメトリにより、並びに、付勢機構によって加えられる付勢力の位置、向き及び強さによ
り、ヒンジ接続部内に提供される。同じ形態又は代替の形態で、復元／センタリング機構
及び力のかなりの部分が磁気構造によって提供される。
【１６３６】
可撓性ヒンジの形態
　上記のセクション４．５．１で説明されるような回転動作オーディオ・トランスデュー
サ及び本発明のデカップリング・システムを有するこのオーディオ・デバイスの実施例の
別の形態では、オーディオ・トランスデューサが、振動板組立体をトランスデューサ基部
構造に枢動可能に接続するセクション３．３で説明されるような可撓性ヒンジ機構をさら
に備える。可撓性ヒンジ・システムさらには例示の実施例に関連する設計原理及び設計留
意点の完全な説明は本明細書のセクション３．３で行われる。本説明に従って設計される
任意の接触ヒンジ機構が、当業者には明白な形で、本発明のデカップリング・システムと
共に使用され得る、ことが理解されよう。簡潔さのため、この説明が以下で繰り返される
ことはなく、実施例Ｂのオーディオ・トランスデューサで示される１つの例示の可撓性ヒ
ンジ・システムの簡単な説明のみを行う。
【１６３７】
　図Ｂ１を参照すると、本発明の例示のたわみヒンジ組立体を介してトランスデューサ基
部構造Ｂ１２０に枢動可能に接続される振動板組立体Ｂ１０１を有する本発明の例示の回
転動作オーディオ・トランスデューサが示される。ヒンジ組立体Ｂ１０７が一方側の端部
においてトランスデューサ基部構造Ｂ１２０に強固に接続され、反対側の端部において振
動板組立体Ｂ１０１に強固に接続される。たわみヒンジ組立体Ｂ１０７が、振動板組立体
に取り付けられるコイル巻線Ｂ１０６を通して再生（ｐｌａｙ）される電気オーディオ信
号に応答して、トランスデューサ基部構造Ｂ１２０を基準とした、おおよその回転軸Ｂ１
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１６を中心とした振動板組立体Ｂ１０１の回転／枢動の動き／揺動を促進する。
【１６３８】
　ヒンジ組立体Ｂ１０７が図Ｂ２ｂに示されるようなヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ２０１ｂ
、Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂを備え、これらの各々が、それらのそれぞれの平面内で受け
るような引張及び／又は圧縮及び／又はせん断の力に抵抗するために極めて高いスティフ
ネスを有するように構成されるが、各々が、回転方向におけるたわみを可能にするために
回転軸に対して実質的に直角の平面に沿って十分な可撓性を有する。
【１６３９】
　図Ｂ２（ａ～ｇ）が、振動板組立体Ｂ１０１に及びコイル巻線Ｂ１０６に連結されるヒ
ンジ組立体Ｂ１０７を示す。分かり易いようにするために、これらの図からトランスデュ
ーサ基部構造が除かれている。図Ｂ３（ａ～ｄ）に示されるように、ヒンジ組立体Ｂ１０
７が、実質的に長手方向の基部フレームと、振動板組立体及びトランスデューサ基部構造
の両側にその場で配置されるように構成される、基部フレームの両端部から側方に延びる
１対の等しいヒンジ構造とを備える。基部フレームが、振動板本体のより厚い基部端部の
ところの幅のかなりの部分に沿って延び、その場で振動板本体をコイル巻線に接続するよ
うに構成される。基部フレームの構成は後でさらに詳細に説明される。
【１６４０】
　図３（ａ～ｄ）がこの実例の可撓性ヒンジ組立体Ｂ１０７を詳細に示す。各ヒンジ構造
Ｂ２０１／Ｂ２０３が、トランスデューサ基部構造Ｂ１２０の一方側に強固に接続される
ように構成される連結ブロックＢ２０５／Ｂ２０６を備える。トランスデューサ基部構造
Ｂ１２０が、構造の表面上に、これらの部分の接続を補助するための相補的な凹部を備え
ることができる。ヒンジ構造が、１対の可撓性ヒンジ要素Ｂ２０１及びＢ２０３をさらに
備える。各対のヒンジ要素Ｂ２０１ａ／Ｂ２０１ｂ及びＢ２０３ａ／Ｂ２０３ｂが互いに
対して傾けられる。この実例では、ヒンジ要素Ｂ２０１ａ及びＢ２０１ｂが互いに対して
実質的に直角であり、ヒンジ要素Ｂ２０３ａ及びＢ２０３ｂが互いに対して実質的に直角
である。しかし、例えば、各１対のヒンジ要素に対して、それらの間が鋭角であるといっ
たことを含めて、他の相対角度も考えられる。各ヒンジ要素が実質的な可撓性を有し、そ
の結果、要素に対しての実質的に垂直な力に反応して屈曲することができるようになる。
このようにして、ヒンジ要素が、回転軸Ｂ１１６を中心とした振動板組立体の回転／枢動
の動き及び揺動を可能にする。また、各対のうちの少なくとも１つの（しかし、好適には
両方の）ヒンジ要素が、好適には、その場で、及び、トランスデューサの動作中に、振動
板組立体をニュートラルな位置に向かって付勢することを目的としてニュートラルな位置
に向かって付勢されるような、弾性を有する。各要素が、振動板組立体がニュートラルな
位置のいずれかの方向に枢動するのを可能にするように屈曲することができる。
【１６４１】
　この実例では、各ヒンジ要素Ｂ２０１ａ、Ｂ２０１ｂ、Ｂ２０３ａ、Ｂ２０３ｂが、可
撓性及び弾性を有する材料の実質的に平坦なセクションである。セクション３．３でさら
に詳細に説明されるように、他の形状も可能であり、本発明はこの実例のみに限定される
ことを意図されない。
【１６４２】
　本明細書のセクション３．３のもとで詳細に説明されるように、このデカップリング・
システムＡ５００との組合せにおいて、可撓性ヒンジ機構の他の変形形態も可能である。
【１６４３】
４．５　他の好適な組合せ及び／又は実装形態
　上述したように、本発明の低共振オーディオ・デバイスはハイファイ・オーディオの用
途で特に有用であり、これは、共振の問題に対処するのを補助するデカップリング・シス
テムを組み込むコンフィギュレーションを含めた、本発明の複数の共振対処コンフィギュ
レーションが、ハイファイ・オーディオの配備を補助する特徴と組み合わされて有用に配
備され得ることを意味する。このような特徴には、限定しないが、ステレオ再生又はマル
チチャネル再生、広帯域幅又は好適には全帯域幅のオーディオ再生、並びに、個人用オー
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ディオ・デバイスの場合の、使用者の片耳又は両耳を基準としてトランスデューサを（繰
り返し且つ正確に）配置するためのマウント手段、が含まれる。
【１６４４】
　好適には、励起手段が、電気力学タイプのモータなどの、非常に線形的であり、ハイフ
ァイ・オーディオ再生に適するタイプのものである。
【１６４５】
　回転動作振動板を有する本発明のハイファイ・オーディオ・トランスデューサでは、回
転軸から測定される、振動板本体の長さに対しての、力伝達構成要素の取り付け位置の半
径の比が、好適には０．６未満、より好適には０．５未満、最も好適には０．４未満であ
る場合、最大化される振動板の可動域を介して及び共振の受けやすさを低減することを介
して、オーディオ再生が改善される。
【１６４６】
４．５．１　ステレオの用途
　本発明のデカップリング・マウンティング・システムを使用するラウドスピーカ・トラ
ンスデューサは、ハイファイ・オーディオの用途で特に有用である。したがって、好適に
は、セクション４．２で説明されるデカップリング・システム又はセクション４．３に従
って設計され得るシステムが、モノラル・システムではなくステレオ・システム又は４チ
ャネル・システムの一部分として、例えば２つ以上のオーディオ・トランスデューサ（例
えば、ラウドスピーカ・トランスデューサ）のコンフィギュレーションを通る２つ以上の
異なるオーディオ・チャネルを有するオーディオ・デバイスで使用される。この実例のオ
ーディオ・トランスデューサは、好適には互いに独立する少なくとも２つの異なるオーデ
ィオ・チャネルを同時に再生するように構成される。
【１６４７】
　このような用途では、デカップリング・マウンティング・システムが、第１のトランス
デューサの振動板組立体と第２のトランスデューサとの間の振動の機械的伝達を少なくと
も部分的に軽減するように、マウントされ得る。
【１６４８】
４．５．２　個人用オーディオ
　上で考察したように、オーディオ・トランスデューサの配備の調節の一実例が、個人用
オーディオの用途においてこのようなオーディオ・トランスデューサを使用することであ
る。その理由は、望ましくない共振が可聴範囲の範囲外に出されることによって、可能性
として、ちょうど可聴帯域幅の上限までのエネルギーの蓄積が前例のない程度に低減され
得るからである。したがって、セクション４．２で説明されるデカップリング・システム
の別の好適な実装形態が、ヘッドホン又はイヤホンなどの使用者の耳のところに又はその
近くに配置されるように構成される個人用オーディオ・デバイスの中にある。
【１６４９】
　例えば、実施例Ａのトランスデューサは、ミッドレンジ／高音のラウドスピーカ・ドラ
イバ及びバス・ラウドスピーカ・ドライバの２つの形態で構成され得る。両方のユニット
が、図Ｈ３ａで示されるように２ウェイ・サーカムオーラル・ヘッドホン内で、人の頭部
Ｈ３０４の右側の定位置に実装され、ここでは、サーカムオーラルの当て物Ｈ３０５が耳
の外側の周りを延びる。
【１６５０】
　図Ｈ３ｂが、頭部Ｈ３０４、耳Ｈ３０３、バス・ドライバＨ３０２、及び、高音ドライ
バＨ３０１を示すが、ヘッドホンの残りの部分は示していない。高音ドライバＨ３０１の
この位置決めは、振動板の先端部（音圧の大部分がここから発生する）が外耳道の近くで
その正面にくるように配置される、ものである。その理由は、もう一方のドライバのバス
周波数が比較的低い指向性を有するからである。
【１６５１】
　この実装形態で使用される交差周波数は３００Ｈｚであり、したがって、高音ユニット
が周波数範囲の大部分を再生する（３００Ｈｚから２０ｋＨｚ）。バス・ドライバＨ３０
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２の振動板の先端部が、耳に接近するように及び高音ドライバの先端部に接近するように
耳の上側部分の前に配置され、これは、外観を理由としてヘッドホン全体の幅を最小にし
ながら、この設計で達成され得る振動板の可動域の利用可能性を最大にするような位置で
ある。
【１６５２】
　ヘッドホンから外した状態で高音ドライバＨ３０１及びバス・ドライバＨ３０２の両方
を測定し、本発明の実質的に共振フリーの性能を示す累積スペクトル減衰（ＣＳＤ：ｃｕ
ｍｕｌａｔｉｖｅ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｄｅｃａｙ）プロットが得られた。
【１６５３】
　高音ラウドスピーカ・ドライバＨ３０１が、共に１５ｍｍである振動板本体の幅Ａ２１
９及び振動板の本体の長さＡ２１１を有する。設計される最大可動域角度は＋／－１５度
であり、これは振動板の先端部の約７．６ｍｍのピーク間可動域距離、及び、約８００ｍ
ｍ３のピーク間の空気の変位に相当する。
【１６５４】
　マイクロホンを振動板組立体Ａ１０１の中央先端部に近接させて（約５ｍｍの距離）、
軸上での共振を測定した。得られた累積スペクトル減衰（ＣＳＤ）プロットを図Ｈ２ａに
示す。ｙ軸が－６０ｄＢから０ｄＢの範囲の音圧に対応し、ｘ軸が約１００Ｈｚから２０
ｋＨｚの範囲の周波数に相当し、ｚ軸が０ｍｓから２．０７ｍｓの範囲の時間である。
【１６５５】
　約１７０Ｈｚでの振動板の基本共振の幅広のピークＨ２０１が、時間の前方に延びる幅
広の隆起部を有するものとして見ることができる。振動板の第１の分割周波数が約１５ｋ
Ｈｚのところに位置し、これが図Ａ１３ｇに示されるモードと同様のねじれモードである
（図Ａ１４ｓに示されるグラフに関連して上で説明したセンサ・プロットのピークＡ１４
１７に類似する）。マイクロホンが振動板の中央部分の近くに配置されることから、発生
する正味の空気圧が小さく、図Ｈ２ａのＣＳＤプロット上でこのモードを特定することは
困難であるが、位置Ｈ２０３まで延びる小さい隆起部は、高い可能性でこの共振モードを
原因とする。
【１６５６】
　周波数圧力応答（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）に大き
く影響する第１の分割モードに相当する隆起部が約２０ｋＨｚにおいてＨ２０４のところ
に位置する。ＣＳＤプロットを作るソフトウェアが約１７ｋＨｚからグラフのその部分に
フィルターをかけることを開始していることに留意されたい。
【１６５７】
　このトランスデューサに応答するこのウォーターフォール・プロットは非常に良好なも
のである。約５ｋＨｚの領域の「クリフ（ｃｌｉｆｆ）」の高さは約５０ｄＢの低下であ
るが、このトランスデューサはＨ２０５によって示される帯域幅にわたって実質的に共振
フリーであると考えられ、これは、実験的限界及び数学的限界が存在しない場合にはこの
クリフがさらに高くなる、ことを暗に意味する。
【１６５８】
　バス・ラウドスピーカ・ドライバＨ３０２が、３６ｍｍの振動板本体の幅、及び、３２
ｍｍの振動板本体の長さを有する。設計される最大可動域角度は＋／－１５度であり、こ
れは、振動板の先端部の１６ｍｍのピーク間可動域距離、及び、約８９００ｍｍ３のピー
ク間の空気の変位に相当する。
【１６５９】
　マイクロホンを振動板の中央先端部に近接させて（約５ｍｍの距離）、軸上での共振を
測定した。得られたＣＳＤプロットを図Ｈ６ａに示す。ｙ軸が－５５ｄＢから０ｄＢの範
囲の音圧に対応し、ｘ軸が約１００Ｈｚから２０ｋＨｚの範囲の周波数に相当し、ｚ軸が
０ｍｓから２．０７ｍｓの範囲の時間を示す。
【１６６０】
　約４０Ｈｚでの振動板の基本共振がこのチャートの範囲の下にあり、時間の前方に延び
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る幅広の隆起部の要因となっており、Ｈ６０５がこの隆起部の一方側にある。振動板の第
１の分割周波数Ｈ６０１が約６ｋＨｚで発生し、これが図Ａ１３ｇに示されるモードと同
様のねじれモードである。Ｈ６０２のところに位置する、音圧応答に大きく影響する有意
な分割モードに相当する隆起部が約７ｋＨｚのところに発生する。可能性として、このプ
ロット上にある最も大きい分割モードライドが約１１ｋＨｚのＨ６０３のところに位置す
る。
【１６６１】
　バス・トランスデューサの性能はミッドレンジ／高音トランスデューサの性能に類似す
る。約４ｋＨｚの領域の「クリフ」の高さは約４５ｄＢである。
【１６６２】
　セクション５．２．２、５．２．３及び５．２．４で説明される実施例Ｋ、Ｗ及びＹは
、本明細書で説明される原理に従って設計されるデカップリング・システムを利用する他
の個人用オーディオ・デバイス・コンフィギュレーションである。
【１６６３】
４．５．３　１つの構造に取り付けられる２つのトランスデューサ
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスが、セクション４．２～４．４のもとで
説明される２つ以上のオーディオ・トランスデューサ（例えば、実施例Ａのオーディオ・
トランスデューサ、実施例Ｅのオーディオ・トランスデューサ、及び／又は、実施例Ｕの
オーディオ・トランスデューサ）を備えることができる。好適には、このような実例では
、１つのトランスデューサの振動板と他のオーディオ・トランスデューサとの間の振動の
機械的伝達を部分的に軽減する、セクション４．２で説明される任意のシステム又はセク
ション４．３で確認される原理に従って設計される他のシステムに類似のデカップリング
・マウンティング・システムが組み込まれ、それにより、振動板からの振動により他のト
ランスデューサを励起するのを防止するのを補助する。図Ｈ３ａで示されるヘッドホンは
このような実施例の実例である。このデバイスは４つのラウドスピーカ・ドライバを組み
込み、２つがヘッドホンの左側にあり、２つが右側にある。図Ｈ３ａでは右側のみが示さ
れており、高音ドライバＨ３０１（実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに類似する
）及びバス・ドライバＨ３０２（より大きくなっていることを除いて、実施例Ａのオーデ
ィオ・トランスデューサのものに類似する）の両方を組み込んでいる。両方のドライバが
、それぞれのドライバＨ３０１及びＨ３０２の振動板組立体の間の振動の機械的伝達を低
減するのを補助するデカップリング・システム（上記のセクション４．２．１のもとで説
明されるような）を有する。この実例では、両方のドライバが別個のハウジングを有し、
デカップリング・システムがオーディオ・トランスデューサと関連付けられたハウジング
との間に配置される。また、振動板組立体の間の振動の機械的伝達をさらに軽減するため
に、セクション４．２．２及び４．２．３で説明されるようなマウント又はセクション４
．３で説明される原理に従って設計されるマウントなどの可撓性マウントを有する１つ又
は複数の他のデカップリング・システムがそれぞれのドライバのハウジングの間に組み込
まれてもよい。ヘッドホンの左側は右側に対しての反対のバージョンである。４つのドラ
イバのうちの任意の１つのドライバが、そのドライバの振動板と他の３つのドライバのう
ちの任意の１つのドライバの振動板との間の振動の機械的伝達を低減するのを補助するデ
カップリング・システムを有する。
【１６６４】
４．５．４　複数のデカップリング・システムのコンフィギュレーション
　いくつかの実施例では、オーディオ・デバイスが２つ以上のデカップリング・マウンテ
ィング・システムを備えることができる。１つのオーディオ・トランスデューサが複数の
層のデカップリング・マウンティング・システムを備えることができる。例えば、個人用
オーディオ・ヘッドホン・デバイスが、トランスデューサを小さいバッフルにマウントす
るシステムと、バッフルをヘッドバンドにマウントする別のシステムとを有することがで
きる。各システムが、各システムにより連結される部分の間の振動の機械的伝達を軽減す
るのに寄与する。各デカップリング・マウンティング・システムは、例えば、セクション
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４．２で説明されるもの又はセクション４．３で確認される原理に従って設計されるもの
、のうちの任意のものと同じであっても異なっていてもよい。
【１６６５】
　例えば、図Ｈ３ａ及びＨ３ｂのオーディオ・デバイスの実装形態では、１対のオーディ
オ・トランスデューサＨ３０１及びＨ３０２がオーディオ・デバイス内に設けられ、これ
らが図Ｈ３ａに示されるような単一のハウジングＨ３０５内で保持されることになる。こ
の実施例では、各オーディオ・トランスデューサが、トランスデューサ基部構造と各トラ
ンスデューサの関連付けられたサブハウジングとの間に、セクション４．２．１で上述し
たものに類似のデカップリング・システムを備えることができる。トランスデューサＨ３
０１及びＨ３０２のサブハウジングの間に、並びに／或いは、各サブハウジングと、ヘッ
ドホン・ハウジング、又は、使用者の片耳若しくは両耳Ｈ３０５のところ若しくはその近
くにオーディオ・トランスデューサを配置するように構成される何らかの他の構成要素と
の間に、別のデカップリング・システムが存在してもよい。
【１６６６】
　一般に、振動板と、音圧に相当する電子オーディオ信号及び振動板の回転動作を作動可
能に変換するように構成される変換機構とを有するオーディオ・トランスデューサを備え
るオーディオ・デバイスが、さらに、オーディオ・トランスデューサを組み込む少なくと
も第１の部分又は組立体とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分又は組立体
との間に配置されるデカップリング・マウンティング・システムを備え、それにより、第
１の部分又は組立体と組立体の少なくとも１つの他の部分又は組立体との間の振動の機械
的伝達を少なくとも部分的に軽減し、ここではこのデカップリング・システムが、第１の
部分又は組立体をオーディオ・デバイスの第２の部分又は組立体に柔軟性を有するように
マウントする。第１の部分は、オーディオ・トランスデューサを収容するためのエンクロ
ージャ又はバッフルなどの、ハウジングであってよい。デカップリング・マウンティング
・システムが、オーディオ・トランスデューサと、セクション４．２で説明されるような
ものなどの、エンクロージャ又はバッフルである第１の部分との間に存在してよい。第２
の部分は、使用時に使用者の片耳又は両耳に近接してオーディオ・トランスデューサを配
置するために使用者によって装着されるように構成されるヘッドバンドであってよい。い
くつかの事例では、オーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分が第１の部分の質
量より大きい若しくは少なくともそれと同じである質量を有するか、又はより好適には第
１の部分の質量の少なくとも６０％若しくは４０％であり、又は最も好適には第１の部分
の質量の少なくとも２０％である。例えば、ハウジング又は周囲が、好適には、トランス
デューサ基部構造より大きい質量を有する。
【１６６７】
　これらのデカップリング・システムのうちの任意の１つが、セクション４．２において
既に説明された任意のものに類似してよいか、又は別の態様において、セクション４．３
で概説される設計原理及び設計留意点に適合する別の設計に類似してよい。
【１６６８】
　このようなオーディオ・デバイスのデカップリング・システムが、セクション４．４．
１のもとで説明されるようにオーディオ・デバイスの性能を改善するために高い剛性を有
する振動板構造に組み合わされ得る。例えば、振動板が、本体の最大長さ寸法の少なくと
も１１％、又はより好適には少なくとも１４％の最大厚さを有する本体を備えることがで
きる。
【１６６９】
　このようなオーディオ・デバイスのデカップリング・システムは、別法として又は加え
て、セクション４．４．２のもとで説明されるようにオーディオ・デバイスの性能を改善
するために、振動板組立体に関して少なくとも部分的に自由周辺部を有する振動板構造の
設計を有するオーディオ・トランスデューサに組み合わされ得る。例えば、オーディオ・
トランスデューサの振動板が、第１の部分の内部と物理的に実質的に連結しない周辺部を
有する振動板本体を備える。
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【１６７０】
　さらに、オーディオ・デバイスが、２つ以上のこのようなオーディオ・トランスデュー
サ、及び／又は、２つ以上のこのようなデカップリング・マウンティング・システムを備
えることができる。
【１６７１】
４．５．５　デカップリングのためのオーディオ・デバイスのモジュール化
　本発明の文脈では、デカップリングが、最も多くの場合、共振管理に関して非実際的で
ある大きいオーディオ・デバイスをより小さいセクションへと分割するのに使用され、こ
れらのより小さいセクションのうちの１つのセクションがドライバを含み、高い剛性を有
する材料及びロバスト性を有するジオメトリを使用することを介して共振管理を実現可能
にするのに十分な小ささを有する。
【１６７２】
　しばしば、トランスデューサがバッフル又はエンクロージャから分離されることになる
が、他のコンフィギュレーションも可能であり、例えば、トランスデューサ基部構造が、
「基部構造組立体」を形成するために、十分にコンパクトであるバッフル又はエンクロー
ジャに強固に取り付けられ得、この基部構造組立体がさらにオーディオ・デバイスの残り
の部分から分離される。
【１６７３】
　場合によっては、２つ以上のトランスデューサが、例えば、ヘッドホンのヘッドバンド
、又は、図Ｚ１ａ～ｄの小さいパーソナル・コンピュータ・スピーカなどの２ウェイ・ス
ピーカのエンクロージャなどの、同一のマウンティング構造に組み込まれ得る。これらの
事例では、ドライバがヒンジ動作のドライバを利用する場合、１つのトランスデューサを
他のトランスデューサから分離することにより利点が得られることがある。これらの利点
には、１つのトランスデューサの振動が他のトランスデューサへ容易に伝達されず且つ他
のトランスデューサを励起しないこと、並びに、例えば、連結されるより低い周波数のド
ライバの動作によって揺動させられるより高い周波数のドライバにより、ドップラ歪みが
低減され得ること、が含まれる。コンピュータ・スピーカＺ１００の場合、高音ユニット
Ｚ１０１及びバス－ミッドレンジ・ユニットＺ１０２である各スピーカ・ドライバが共に
エンクロージャＺ１０４から分離される。一方のドライバからもう一方のドライバへと機
械的振動が伝達される場合、機械的振動が、ドライバに関連付けられた両方のデカップリ
ング・システムを通過しなければならない。加えて、エンクロージャＺ１０４が、エンク
ロージャを地面又はフロアＺ１０６から分離するゴム又は他の実質的に柔らかい脚部Ｚ１
０５を有する。これは、オーディオ・トランスデューサの２つのドライバのうちの任意の
１つのドライバＺ１０１又はＺ１０２からの機械的振動がフロアに到達する前に２つのセ
ットのデカップリング・システムを通過しなければならず、それにより、フロア並びにフ
ロアに取り付けられた壁及び家具の共振モードの励起が低減されることを意味する。
【１６７４】
　オーディオ・デバイスのより重い部分を分離することでより高い利益が得られる。有意
な利益を得るために、デカップリング・システムにより、基部構造組立体の質量より大き
い質量、又は基部構造組立体の質量の少なくとも６０％超、若しくは４０％超、若しくは
２０％超の質量を有するオーディオ・デバイスの一部の部分を切り離すことが好ましい。
【１６７５】
　例えば、１つの考えられるコンフィギュレーションでは、分離されたオーディオ・トラ
ンスデューサが、強磁性流体によって支持される振動板を備える。好適には、振動板本体
のコロナル平面に実質的に平行な方向においての、並進に逆らう、振動板に提供される支
持のうちのかなりの割合が、強磁性流体によって提供される。このトランスデューサの設
計はＦＲＯの範囲内において低レベルの又はさらにはゼロの共振を有するように作られ得
ることから、トランスデューサをエンクロージャ（又は、バッフルなど）に組み合わせる
のを防止してしたがって共振傾向のあるシステムを備えるようになるのを防止するトラン
スデューサ・デカップリング・システムと組み合わされることが有用である。
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【１６７６】
個人用オーディオ・デバイス
５．１　導入
　例えば、ヘッドホン、イヤホン、電話、補聴器及び携帯電話、を含めた個人用オーディ
オ・デバイスは、使用者への直接の音又は使用者からの直接の音を変換するために、使用
者の頭部に近接するような範囲内に配置されるか又は使用者の頭部に直接に関連するよう
に通常設計されるオーディオ・トランスデューサを組み込む。このようなデバイスは、通
常、例えば使用時に使用者の頭部、耳又は口から約１０センチメートル以下の範囲内に配
置されるように構成される。個人用オーディオ・デバイスは、通常、コンパクトで携帯可
能であり、したがってさらに、中に組み込まれるオーディオ・トランスデューサが、例え
ば、ホーム・オーディオ・システム、テレビ、並びに、デスクトップ・コンピュータ及び
ラップトップ・コンピュータなどの、他の用途の場合よりも実質的によりコンパクトにな
る。組み込まれ得るオーディオ・トランスデューサの数などのファクタを考慮する必要が
あることを理由として、通常、このようなサイズの要求により、所望の音質を得るための
柔軟性が制限される。大抵の場合例えば、デバイスの全オーディオ範囲を提供するのに１
つのオーディオ・トランスデューサが必要とされる可能性が高いが、これは潜在的にデバ
イスの品質を制限する可能性がある。
【１６７７】
　また、個人用オーディオの用途で使用されるオーディオ・トランスデューサは、一般に
、１つの折り合いのために、それらにより効果的に再生することのできるオーディオ帯域
幅が制限されてしまう。この折り合いは、振動板可動域を増大すること及び基本周波数（
Ｗｎ）を低減することであり、それにより、高い周波数においてロッキング及びゴングモ
ード分割共振（ｇｏｎｇ－ｍｏｄｅ　ｂｒｅａｋ－ｕｐ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）を発生さ
せる傾向のある振動板屈曲ゾーン又は他の振動板周辺部が作られる。
【１６７８】
　上述したオーディオ・トランスデューサの設計は個人用オーディオの用途で特に有利と
なり得る（ただし、これに限定されない）。その理由は、こうしたオーディオ・トランス
デューサの設計が、耳からさらに離れて配置されるように設計されるデバイス及び比較的
安価に製造され得るようなデバイスにおいて達成することが困難又は不可能であるような
、特定の重要な側面においての一定レベルの性能を達成することを可能にしながら、コン
パクトな設計を可能にするからである。以下で、この用途で特に有利であるような、上述
のオーディオ・トランスデューサの設計の特徴の特定の組合せを参照して、いくつかの個
人用オーディオの用途の実施例を説明する。
【１６７９】
５．２　個人用オーディオの実施例
５．２．１　実施例Ｐ　－　イヤホン
　図Ｐ１～Ｐ３を参照すると、個人用オーディオ・デバイスＰ１００の第１の実施例がイ
ヤホン・インターフェース・デバイスの形態で示されている。このデバイスは、使用者の
それぞれの耳のための１対のイヤホン・インターフェース・デバイスを備えるイヤホン装
置の一部であってよい。以下の説明はイヤホンを参照するが、説明される同じシステム又
は組立体が、ヘッドホン、携帯電話及び補聴器などを含めた（ただし、これらのみに限定
されない）、任意の他の個人用オーディオ・デバイス内に実装され得ることが理解されよ
う。単一のイヤホンを参照して、示される図及び実施例を説明するが、この個人用オーデ
ィオ・デバイスが、使用者の耳のそれぞれの１つの耳のための、同じ又は同様の構成の１
対のイヤホンを備えることができることが理解されよう。
【１６８０】
　特に図Ｐ１を参照すると、オーディオ・デバイスＰ１００が、オーディオ・トランスデ
ューサ組立体を中に収容するための少なくとも１つのチャンバを有する実質的に中空の基
部Ｐ１０２を備える。基部Ｐ１０２は一方の端部（空洞Ｐ１２０の方を向く）のところで
実質的に開いており、小さい通気孔又は空気漏れ流体通路Ｐ１０５を除いて、反対側の端
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部のところで実質的に閉じている。両端部で開いているハウジング又は周囲部分Ｐ１０３
が基部の開いた端部のところに接続され、トランスデューサ組立体からの空気通路を作る
。ハウジング部分の反対側の端部が、通気孔Ｐ１０９を有するイヤ・プラグＰ１０１など
の、耳マウンティング（ｅａｒ　ｍｏｕｎｔｉｎｇ）・システム又はインターフェースＰ
１０１に接続される。したがって、空気通路がトランスデューサ組立体から通気孔Ｐ１０
９まで延びる。基部Ｐ１０２及びハウジング部分Ｐ１０３が、任意適切な機構（例えば、
スナップ嵌合係合、接着剤、固定具など）を介して接続される別個の構成要素であっても
又は一体に形成されてもよい、ことが理解されよう。これらの部分Ｐ１０２及びＰ１０３
が、一体に、トランスデューサ組立体のためのハウジングを形成する。同様に、ハウジン
グ部分Ｐ１０３及びプラグＰ１０１は、任意適切な機構（例えば、スナップ嵌合係合、接
着剤、固定具など）を介して接続される別個の構成要素であっても又は一体に形成されて
もよい。デバイスＰ１００が、好適には、使用者の甲介又は外耳道などといったように、
使用者の耳の中に留まるように成形される本体を備え、その結果、デバイスＰ１００がオ
ーディオ・トランスデューサを使用者の外耳道に隣接するところに又はその中に配置する
ことができるようになる。プラグＰ１０１の本体は、シリコーン又は同様のもののような
、柔らかいプラスチック材料などの、快適さのための柔らかい材料で形成されてよいか又
は柔らかい材料で覆われてよい。イヤ・プラグＰ１０１は、好適には、使用中、その場で
、例えば外耳道に接触するか又はその中に入る形で、外耳道を実質的に封止するように構
成される。基部Ｐ１０２が内部の周囲部を備え、その中でオーディオ・トランスデューサ
のトランスデューサ基部構造が強固に接続されて支持される。
【１６８１】
　基部Ｐ１０２が中に電子部品を収容することができ、別のデバイスからのコネクタＰ１
２４を中で受けるためのチャネルを備えることができる。
【１６８２】
　次に図Ｐ１ｇ～Ｐ１ｌ及びＰ２ａ～ｄを特に参照すると、オーディオ・トランスデュー
サ組立体が、励起／変換機構を介して基部Ｐ１０２に移動可能に接続される振動板組立体
Ｐ１１０を備える。この実施例では、励起機構が電磁機構であるが、代替的実施例におい
て、モータなどを使用するなどの、他の機構が利用されてもよいことが理解されよう。こ
の実施例では、オーディオ・トランスデューサが直線動作トランスデューサであり、ここ
では、振動板組立体が、音を変換するための動作中に実質的に線形に往復動／揺動するよ
うに構成される。代替的実施例において、オーディオ・トランスデューサが、基部構造に
対して回転可能に揺動するように構成される回転動作トランスデューサであってもよいこ
とが理解されよう。振動板組立体Ｐ１１０が湾曲状又はドーム状の振動板本体Ｐ１２５を
備える。振動板本体が、好適には、例えばチタンなどの、適切に高い剛性を有する材料か
ら形成される。この実施例では、振動板本体が、トランスデューサの動作中に往復動する
ときに屈曲又は曲げに抵抗するように有意に高い剛性を有する。しかし、代替的実施例に
おいて、振動板本体が大幅に可撓性を有してもよいことが理解されよう。振動板本体が両
側に極めて滑らかな主面を備える。
【１６８３】
　長手方向の振動板基部構造が振動板本体の周辺部から延び、振動板本体に強固に取り付
けられ、この長手方向の振動板基部構造が、振動板基部フレームＰ１１５と、振動板基部
フレームに強固に接続される力伝達構成要素Ｐ１１４とを備える。この実施例の力伝達構
成要素Ｐ１１４は、励起機構（又は、変換機構）の一部分を形成する１つ又は複数のコイ
ル巻線Ｐ１１４である。振動板基部フレームＰ１１５が、そこを中心としてコイルを巻く
ための実質的に長手方向の巻型を形成する。この実施例では、第１のコイルＰ１１４ａが
基部フレームのドームＰ１２５の端部の近くで巻かれ、第２のコイルＰ１１４ｂがもう一
方の端部の近くで巻かれる。任意の数及び分布のコイル巻線が使用され得、本発明がこの
実例のみに限定されることは意図されない、ことが理解されよう。この実施例では、突出
ガイド部材Ｐ１１６ａ～Ｐ１１６ｃが、中の巻線を適切な位置で維持するのを補助するた
めにコイル巻線の両側に配置される。この実例では、基部フレームＰ１１５及びガイド部
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材Ｐ１１６が別の構成要素から形成され、任意適切な機構（例えば、スナップ嵌合、接着
剤及び固定具など）を介して互いに接続されるが、これらが単一の一体構成要素として形
成されてもよいことが理解されよう。基部フレームが振動板本体の周辺部から延び、振動
板本体に強固に接続される。コイル巻線及びガイド部材との組合せで、これが振動板基部
構造を形成する。振動板本体と組み合わされる振動板基部構造が振動板組立体を形成する
。
【１６８４】
　永久磁石Ｐ１１２と、内側ポール・ピースＰ１１１ａ及びＰ１１１ｂと、外側ポール・
ピースＰ１１１ｃとを各々が備える１対の磁気構造が、中央チャネル又は空気チャンバＰ
１２１の両側で基部Ｐ１０２の内部周囲部に強固に接続され、耳マウンティング位置から
離れる方を向く振動板本体の側に配置される。外側ポール・ピースＰ１１１ｃが、基部Ｐ
１０２の対向する実質的に直立の内側壁を備える周囲によって境界を画定され、その周囲
に強固に連結される。内側ポール・ピースＰ１１１ｂが基部部分Ｐ１０２の側方の内側壁
Ｐ１０２ａ上に着座して強固に連結される。もう一方の内側ポール・ピースＰ１１１ａが
磁石Ｐ１１２上に直接に着座して取り付けられる。内側ポール・ピースＰ１１１ａ及びＰ
１１１ｂが外側ポール・ピースＰ１１１ｃから離間され、磁石Ｐ１１２の動作により、そ
れらの間に磁界を発生させ、これらの２つの円形リングの位置に磁束を集中させる。これ
らの隙間はコイル巻線の数に適合する。この数がコイル巻線の数に応じて異なってよいこ
とが理解されよう。ニュートラルな位置では、各コイル巻線Ｐ１１４ａ、ｂが１対の隙間
のうちの１つの隙間に位置合わせされる。いくつかの実施例では、数が整合しない隙間及
びコイルが存在してもよいが、隙間は、少なくとも、動作中にそれらの間を１つ又は複数
のコイルが横切るような形となるように、分布する。いくつかの実施例では、オーディオ
信号が、例えば振動板の可動域に応じて異なるコイルへと進路を変更され得る。
【１６８５】
　内側ポール・ピース及び外側ポール・ピースがコイル巻型Ｐ１１５及びコイル巻線Ｐ１
１４ａ、ｂを含めた力伝達構成要素の一方側のためのチャネルをそれらの間に作り、動作
中にその場でそれらを通るように延びてその中で往復動する。基部Ｐ１０２の側方の内側
壁の中にある凹部Ｐ１０２ｃが、動作中に力伝達構成要素を中に延在させるのを可能にす
るための円筒形スペーサ・リングＰ１２２と同様に、これらのチャネルに位置合わせされ
る。
【１６８６】
　この実施例では、振動板組立体Ｐ１１０の力伝達要素の支持及びアライメントが強磁性
流体Ｐ１１３ａ～ｄ（本明細書ではフェロ流体と称される）を使用して維持される。フェ
ロ流体は、ここに集中する磁束に流体が磁気的に引き付けられることにより、内側ポール
・ピースと外側ポール・ピースとの間に形成されるそれぞれの隙間の中で保持され、振動
板基部構造がそこを通って延びる。それぞれの隙間の中でその場に、内側フェロ流体リン
グ及び外側フェロ流体リングがそれぞれ内側ポール・ピース及び外側ポール・ピースの方
に引き付けられて内側ポール・ピース及び外側ポール・ピースに接触するように配置され
る。動作中、振動板組立体Ｐ１１０がフェロ流体の中を及びフェロ流体を通るように往復
動し、フェロ流体の動作により、ポール・ピースの間に形成される隙間に位置合わせされ
た状態で維持される。好適には、フェロ流体が振動板に近接し及び／又は振動板を実質的
に封止し、その結果、フェロ流体がそれらの間を空気などの気体が流れるのを実質的に防
止することになる。
【１６８７】
　後方通気孔又は空気漏れ流体通路Ｐ１０５が、振動板本体の一方側で、基部構造Ｐ１０
２内に形成される。流体通路Ｐ１０５が、磁石Ｐ１０２の間を延びるチャネルに実質的に
位置合わせされる。流体通路Ｐ１０５が、デバイスの中に他の異物が入るのを防止しなが
ら、空気を含めた気体がそこを通って流れるのを可能にするための、基部Ｐ１０２に接続
されるメッシュ又は連続気泡発泡材料又は布などの通気性又は多孔性の要素の材料Ｐ１２
３を備えることができる。この要素又は材料Ｐ１２３は好ましいものであるが、任意選択
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である、ことが理解されよう。流体通路Ｐ１１８が周囲の一方側に配置され、使用者の耳
のところ又はそれに隣接するところに配置されるように構成される振動板組立体の一方側
の空気間隙Ｐ１２０に流体的に連結され、ここではこの空気間隙Ｐ１２１が振動板組立体
の反対側（デバイスの耳マウンティング／インターフェースから離れる方を向く）に配置
される。流体通路Ｐ１１８が、その中で起こる可能性があるいかなる望ましくない共振も
減衰しながらこの通路を空気を含めた気体が流れるのを可能にするための、基部Ｐ１０２
に接続される、メッシュ又は発泡ファブリック又は材料などの、通気性又は多孔性の要素
又は材料Ｐ１２６を備えることができる。この要素又は材料Ｐ１２６は好ましいものであ
るが、任意選択である、ことが理解されよう。
【１６８８】
　動作中、励起機構の動作により振動板組立体が往復動するとき、音圧が発生して上側ハ
ウジングＰ１０３のチャネルを横断してイヤ・プラグＰ１０１の通気孔Ｐ１０９の外に出
る。いくつかの事例では、このチャネルが、耳マウンティングＰ１０１に繋がる細長いス
ロート又は導管を備えることができる。動作中、ハウジング部分Ｐ１０３のこの細長いス
ロート又は導管の中で、及び、空気空洞領域Ｐ１２１の中で、望ましくない共振が発生す
る可能性がある。発泡材料Ｐ１２７などの通気性又は多孔性の材料がスロート内に配置さ
れ得、動作中にこれらの領域の中で発生する可能性がある望ましくない空気共鳴を減衰す
るのを補助する。理解されるであろうが、この材料Ｐ１２７は好ましいものであるが、任
意選択である。
【１６８９】
自由周辺部
　個人用オーディオの用途では、サイズが小さいことから、振動板組立体サスペンション
・システムを設計することは非常に難しいことである。具体的には、高い高音周波数範囲
あたりで振動板及びサスペンションの共振を発生させることなく、及び、必要以上の質量
を追加することなく、非常に小さくて軽量な振動板構造を用いて、振動板の可動域を大き
くすること及び基本の振動板共振周波数を低くすることを達成することが困難である。
【１６９０】
　振動板組立体を線形に往復動させるように構成するような、従来の直線動作タイプの個
人用オーディオ・トランスデューサでは、比較的広い帯域幅が必要であり、これは、例え
ば同様のサイズのホーム・オーディオの高音ドライバの場合とは異なり、振動板の有意な
可動域が必要とされること及びサスペンションの高い追従性が必要とされること、を意味
する。これは、大きい可動域を達成するために屈曲に関与する有意な面積の周囲ゾーンが
存在しなければならないこと、及び、一般的なヘッドホン・ドライバ又はイヤホン・ドラ
イバの場合においては、約１／１０の周波数である振動板のための基本共振周波数を実現
するために、この広いゾーンが一般的な高音ドライバ（例えば、Ｗｎ＝１０００Ｈｚの共
振周波数を達成する）の周囲の約１００倍の追従性（例えば、例としてはＷｎ＝１００Ｈ
ｚの共振周波数を達成するために１／１００のスティフネスを有する）をさらに有さなけ
ればならないこと、を暗に意味する。
【１６９１】
　そのため、ほとんどのヘッドホン及びイヤホンは、ホーム・オーディオで許容されるも
のよりもはるかに高い基本の振動板共振周波数を有し、約９０Ｈｚ未満で概してロール・
オフするように応答し、一方で、同等のホーム・オーディオの高音ドライバよりも大きい
共振を受ける高音性能をも有する。
【１６９２】
　例えば、ホーム・オーディオ・ステレオ・システムでは、バス・レスポンスが通常３５
～４０Ｈｚ未満まで減少するが、フラッグシップ・モデルのダイナミック・ヘッドホンは
、通常、約１００Ｈｚの基本の振動板共振周波数を有し、バス・レスポンスは通常は約８
０Ｈｚ未満まで減少する。また、ハイ・エンドのホーム・オーディオ高音ドライバとフラ
ッグシップのヘッドホンとのウォーターフォール・プロットを比較すると、通常、特には
高音周波数において、ホーム・オーディオ高音ドライバには、エネルギー蓄積の歪みの問
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題が発生することは有意に少ないことが示される。
【１６９３】
　したがって、個人用オーディオの用途では振動板サスペンションが重要な設計上の特徴
である。例えば本明細書のセクション２．３のもとで定義されるような、少なくとも部分
的に自由周辺部を有するオーディオ・トランスデューサ組立体を使用することにより、動
きに対して比較的高い追従性を有するサスペンションを必要とする個人用オーディオ・デ
バイスの作動を潜在的に改善することができる。例えば、個人用オーディオ・デバイスＰ
１００が、振動板本体と、使用時に音を発生させるために電気信号に応答して本体を動か
すように振動体本体に作用するように構成される励起機構とを備える振動板組立体Ｐ１１
０を有するオーディオ・トランスデューサを備える。オーディオ・デバイスが、基部Ｐ１
０２及びさらにはハウジング部分Ｐ１０３によって部分的に形成されるハウジングをさら
に備え、このハウジングがオーディオ・トランスデューサを収容する。図Ｐ１ｈに示され
るように、振動板本体／構造が、内部周辺部及び／又は基部構造Ｐ１０２などの周囲の構
造と物理的に連結しない外周部を備える。この実施例では、振動板本体の周辺部が、周辺
部のほぼ全体に沿って物理的に連結しない。この実施例では、振動板本体を有する振動板
組立体Ｐ１１０が、励起機構の内側ポール・ピースＰ１１１ａ、ｂ及び外側ポール・ピー
スＰ１１１ｃと物理的に連結しない。これらの部分Ｐ１１１ａ～ｃがハウジングの内部（
内側ポール・ピースＰ１１１ａが、磁石１１２及び内側ポール・ピースＰ１１１ｂを介し
て連結される）に強固に連結されることから、これらの部分が、振動板組立体が物理的に
連結しない内部の一部分を形成する。
【１６９４】
　振動板本体／構造及び振動板組立体Ｐ１１０が、ハウジング部分Ｐ１０３の内部及び基
部構造部分Ｐ１０２の内部と物理的に連結しない。振動板本体及び振動板基部構造を含め
た振動板組立体Ｐ１１０のすべての可動部分が、完全に、ハウジング又は基部構造の内部
と物理的に連結しない。本明細書で使用される完全に物理的に連結しないとは、少なくと
もほぼ完全に物理的に連結しないことを意味することを意図される、ことが理解されよう
。いくつかの事例では、例えば、コイルに繋がるワイヤが周囲の構造に強固に連結される
ことを必要とする可能性があるが、これが、完全に又は実質的に物理的に連結しないとい
うフレーズに関連することを意図される場合においては、振動板組立体のための支持体又
はサスペンションを形成せず、またそのような支持体又はサスペンションを形成すること
を意図されないことが当業者には理解されよう。
【１６９５】
　部分的に自由周辺部を有する設計が採用されるような場合でも、屈曲に関与するサスペ
ンション構成要素のエリアが著しく縮小され、これらの構成要素は、実現される追従性及
び可動域との関連で比較すると、内部共振に対して幾何学的により高いロバスト性を有す
る。これは、従来のサスペンションによって課されるような、振動板の可動域と、振動板
の基本共振周波数と、高周波数共振との間での３項目での折り合い（３－ｗａｙ　ｃｏｍ
ｐｒｏｍｉｓｅ）を解決するのを補助する。代替的実施例において、振動板本体／構造及
び／又は振動板組立体が、例えば、外周部の長さの少なくとも２０パーセント又は少なく
とも３０％に沿って、少なくとも部分的に、及び、実質的に、物理的に連結しなくてもよ
いことを理解されたい。より好適には、振動板本体／構造及び／又は組立体が、例えば、
長さの少なくとも５０パーセントに沿って及び最も好適には長さの少なくとも８０パーセ
ントに沿って、実質的に物理的に連結しない。
【１６９６】
　また、この実施例は、使用者の耳の甲介又は外耳道入口又は外耳道の中に配置されるよ
うに構成されるイヤ・プラグを備えるイヤホン・デバイスを示している。上述したような
及びこの実施例で示されるような、完全に、実質的に、又は、部分的に、自由周辺部を有
する振動板の設計の利益はイヤホンの用途においては、いくつかの点で、増大することに
なる。それは、デバイスのトランスデューサ部分が通常は耳の甲介若しくは外耳道の実質
的に内部にフィットするのに十分な小ささでなければならないか又は少なくともヘッドバ
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ンドなしで保持され得るのに十分な小ささでなければならないということを理由として、
低質量の振動板により、基本共振周波数を下げることが特に困難となるからである。また
、小さい振動板組立体が必要であるということは、大きい可動域が特に有用であることを
意味する。
【１６９７】
　この場合、トランスデューサは、可聴帯域幅の範囲内で発生する望ましくない共振を有
さないか又はほぼ有さない。イヤホンの用途での、完全に、実質的に、又は、部分的に、
自由周辺部を有する振動板のさらに別の利点は、サイズが小さいことにより、従来のサス
ペンションによって課される制約が緩和されるか又は排除され、それにより、振動板組立
体、ドライバ、及び、デバイス全体が、望ましくない有意な共振モードをほぼ有さないか
又はまったく有さないようになり得る、ことである。上述したように、ラウドスピーカ内
での望ましくない共振モードは蓄積する傾向があり、遅延後、振動板の振動エネルギーを
解放し、これがさらに再生されるオーディオを主観的には不鮮明にして濁らせる傾向があ
る。
【１６９８】
フェロ流体の支持
　この実施例では、ハウジングと物理的に連結しないすべての外周部領域を含めた、振動
板組立体Ｐ１１０及び／又は構造が、流体により、また最も好適にはフェロ流体により、
基部構造の励起機構を基準とした及びハウジング内部を基準とした作動位置で支持される
。
【１６９９】
　周囲の本体と物理的に連結しないが、励起機構及び／又はトランスデューサ基部構造を
基準として振動板組立体を浮遊状態にするように強磁性流体を使用して支持される振動板
組立体及び／又は構造は、個人用オーディオの用途でも非常に効果的となり得る。その理
由は、サスペンションの共振が実際的に排除されても、振動板の大きい可動域及び高い帯
域幅が依然として実現され得るからである。加えて、可撓性である振動板領域及び／又は
可撓性の周囲を取り除くことで、限定しないが、線形性を増すこと、高調波歪みを低減す
ること、及び、線形位相応答を増すことを含めた、改善がなされ得る。
【１７００】
　フェロ流体は、好適には、例えば振動板組立体の周辺部のところにおいての、トランス
デューサ基部構造又は励起機構に対しての接触又は摩擦を防止するような程度で振動板組
立体を支持する。
【１７０１】
　代替的実施例において、オーディオ・トランスデューサの振動板本体が、ハウジングの
内部と、完全に、実質的に、又は、少なくとも部分的に（例えば、例としては縁部の長さ
の少なくとも２０パーセントに沿って）、物理的に連結しない外周部を備えることができ
ること、並びに、ハウジングの内部と物理的に連結しない振動板本体のセクション及び／
又は振動板組立体の任意の他のセクションが、比較的小さい空気間隙又は比較的狭い空気
間隙によりハウジングの内部から隔てられ得ること、が理解されよう。
【１７０２】
　振動板組立体が周長のところに取り付けられるモータ・コイルを有するタイプの振動板
組立体であり、ここでは、振動板組立体が自己支持タイプであり、振動板本体を支持する
のに周囲に一切依存しない。振動板サスペンションが磁気回路の隙間の中にあるモータ・
コイルのサスペンションで構成され、これは、上記隙間に入れられている強磁性流体を介
する。強磁性流体がモータ・コイルにセンタリング力を加え、モータ・コイルが振動板を
適切な位置で浮遊状態にする。
【１７０３】
　上から突き出るモータのレイアウトが使用される場合、コイル巻線Ｐ１１４ａ及びＰ１
１４ｂの各々が、それぞれ、ポール・ピースＰ１１１ａ及びＰ１１１ｂに隣接するそれら
の磁界の隙間より幅広である。しかし、代替的実施例では、下から突き出る又は他のモー
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タ・コイルのレイアウトが使用されてもよい。コイル巻線Ｐ１１４ａ及びＰ１１４ｂが、
振動板の可動域の範囲を越える実質的に安定したモータ強さを維持するために磁界の隙間
を越えて延びる。その理由は、振動板がいずれかの方向に動くとき、ポール・ピースＰ１
１１ａ及びＰ１１１ｂに隣接する磁界の隙間の中に実質的に安定した数のコイル巻線が配
置されることになるからである。
【１７０４】
　周長のところにモータ・コイルを備えるドームの振動板形態が、全体として極めて厚く
共振に対して比較的高いロバスト性を有するような、膜ではあるが３次元のジオメトリを
提供する。例えば従来の円錐形の振動板スピーカ・ドライバの場合のようには、ゴムの振
動板周囲からの支持を必要とする支持されない膜縁部が存在しない。
【１７０５】
振動板組立体
　振動板組立体Ｐ１１０の振動板本体が実質的に高い剛性を有する。振動板組立体Ｐ１１
０の振動板本体が、例えば、硬質プラスチック、高密度発泡体、金属材料、又は、補強構
造などの、実質的に高い剛性を有する構成から形成される。いくつかの形態では、振動板
組立体が、本明細書のセクション２．２で説明されるコンフィギュレーションＲ１～Ｒ４
の振動板構造のうちの任意の１つを備えることができることが理解されよう。また、本明
細書のセクション２．３で説明されるコンフィギュレーションＲ５～Ｒ７のオーディオ・
トランスデューサのうちの任意のオーディオ・トランスデューサがこの実施例のいくつか
の変形形態で使用されてもよいことが理解されよう。例えば、振動板本体が、１つ又は複
数の主面と、主面のうちの少なくとも１つに隣接して接続されて、動作中に本体の面のと
ころ又はその近傍で受ける圧縮－引張応力に抵抗するための、垂直応力補強材と、本体に
埋め込まれ、主面のうちの少なくとも１つに対してある角度で向けられ、動作中に本体が
受けるせん断変形に抵抗し、及び／又はそれを実質的に軽減する、任意選択の少なくとも
１つの内部補強部材と、を備えることができる。しかし、代替的実施例において、振動板
本体が実質的に高い可撓性を有することができることが理解されよう。
【１７０６】
　この実施例では、振動板本体が、薄いドーム状の膜又は何らかの他のタイプの比較的薄
い振動板本体を備え、振動板全体の主要な曲げモードに対して実質的に高い剛性を有する
ジオメトリを有し、その結果、振動板本体が、オーディオ・トランスデューサの意図され
る作動帯域幅／ＦＲＯを超えて実質的に柔軟性のない挙動を維持するようになる。振動板
は薄くてよく、さらには、励起機構に関連付けられた構成要素を排除した、主面に対して
垂直な方向での全体寸法（例えば、ドームＰ２０４の深さ）を、主面に跨る最大距離（例
えば、ドームＰ２０３の直径）の少なくとも１５％とするように、湾曲していてよい。こ
れにより、振動板が厚くないか又は少なくとも湾曲していないようなより平坦なタイプの
振動板の設計と少なくとも比較して、相対的に自己支持タイプであるような、この場合で
は３次元ドーム形状の曲面である３次元ジオメトリの実現が促進される。また、好適には
、励起機構に関連付けられた構成要素を含めた振動板組立体全体の全体寸法が、主面に対
して垂直な方向の主面に跨る最大距離の少なくとも２５％である。これは、３次元におい
て有意な寸法を有する振動板組立体が共振モードに対してより高い構造的完全性を有する
傾向があることを理由とする。
【１７０７】
　力伝達構成要素などの振動板組立体の残りの構成要素が、動作中の振動板本体の剛性を
維持するのを補助することができる。
【１７０８】
デカップリング・マウンティング・システム
　さらに、本明細書のセクション４で説明されるような、本発明のデカップリング・マウ
ンティング・システムが、オーディオ・トランスデューサのトランスデューサ基部構造と
ハウジング部分Ｐ１０３などのオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部分との間
に組み込まれ得、それにより、振動板とオーディオ・デバイスの少なくとも１つの他の部
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分との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的に軽減する。デカップリング・マウンテ
ィング・システムが、セクション４で説明されるように、第１の構成要素をオーディオ・
デバイスの第２の構成要素に柔軟性を有するようにマウントするように機能する。セクシ
ョン４．２で説明される実施例のうちの任意の１つの実施例又はセクション４．３の考察
に従って設計されるデカップリング・システムが例えば使用され得る。
【１７０９】
空気漏れ流体通路
　上述したように、個人用オーディオ・デバイスＰ１００が、振動板組立体を有するオー
ディオ・トランスデューサと、トランスデューサＰ１００を収容するためのエンクロージ
ャ又はバッフルとを備える。振動板組立体が、振動板と、使用時に音を発生させるために
電気信号に応答して振動板組立体に作用するように構成される励起機構とを備える。振動
板が、例えば、周辺部の長さの少なくとも２０パーセントに沿って、しかし最も好適には
、周辺部のほぼ全体の部分に沿って、エンクロージャ又はバッフルの内部に実質的に（又
は、少なくとも部分的に）物理的に連結しない外周部を備える。
【１７１０】
　イヤ・プラグ／インターフェースＰ１０１が、使用時に使用者の外耳道又は甲介のとこ
ろ又はその近傍に配置されるデバイスの内部の前方空洞Ｐ１２０内の空気とデバイスの外
部の空気（周囲の外気）との間に十分なシールを生み出すように構成される。イヤ・プラ
グに使用されるジオメトリ及び／又は材料が例えばシールの十分性に影響することができ
る。上で言及したように、プラグＰ１０１が、使用者の外耳道入口に接触するといったよ
うな形などで、使用者の耳の中にぴったりと留まるように成形される本体を有することが
でき、その結果、プラグＰ１０１がオーディオ・トランスデューサを使用者の外耳道に隣
接するところに配置してこの位置を封止することができるようになる。本体が、シリコー
ン又は同様のもののような、柔らかいプラスチック材料などの、快適さのための及び十分
な封止のための柔らかい材料で形成されてよいか又は柔らかい材料で覆われてよい。別法
として、当業者には明らかであるような他のタイプのジオメトリ及び材料が十分な封止の
ために使用されてもよいことが理解されよう。
【１７１１】
　好適な実施例では、イヤ・プラグＰ１０１が、デバイスの外耳道側の前方空洞Ｐ１２０
とデバイスの外部の空気との間をその場で十分に又は実質的に封止するように構成される
。実質的なシールは、例えば、動作中の少なくとも低いバス周波数での音圧を改善する（
すなわち、バス・ブーストを提供する）ように構成されるシールである。例えば、イヤ・
プラグは、動作中に外耳道の内部で生じる音圧を増大させるように（少なくとも、低いバ
ス周波数のところで）その場で使用者の耳を実質的に封止するように構成され得る。いく
つかの実装形態では、音圧が、例えば、その場でオーディオ・デバイスにより十分なシー
ルを作らない場合に生じる音圧を基準として、平均で、少なくとも２ｄＢ、又はより好適
には少なくとも４ｄＢ、又は最も好適には６ｄＢ増大することができる（等しい電気入力
が印加される場合）。前方空洞Ｐ１２０内に封入される空気は、動作中にバス・ブースト
を提供するのも補助するために十分に小さくてよい。
【１７１２】
　オーディオ・デバイスＰ１００が、空気共鳴を減衰すること及び／又はバス・ブースト
を抑えることを補助するために、動作中に第１の空洞から別の空気までの限定的な気体流
れ経路を提供するように構成される少なくとも１つの流体通路Ｐ１１８をさらに備える。
例えば、デバイスＰ１００が、デバイス・ハウジング部分Ｐ１０３内に含まれ、使用時に
使用者の外耳道又は甲介のところに又はそれに隣接するように配置されるように構成され
る振動板組立体の側に配置される、第１の前方空気空洞Ｐ１２０を備える。デバイスＰ１
００が、デバイス基部Ｐ１０２内に含まれ、使用時に使用者の外耳道又は甲介の反対側を
向くか又はそこから離れるように振動板の反対側に配置される、第２の後方空気空洞Ｐ１
２１をさらに備える。流体通路Ｐ１１８が前方空気空洞Ｐ１２０及び後方空気空洞Ｐ１２
１を流体的に連結し、その結果、それ以外の場合では空洞Ｐ１２０内で封止可能に保持さ
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れるような空気が外部まで限定的に流れることができるようになり、それにより使用時に
内部共振を減衰する及び／又はバス・ブーストを抑える。限定的な気体流れ経路を提供す
るための通路のために別個の流れ制限要素が使用されることは必須ではなく、通路は閉塞
的なバリアを用いずに実質的に開放されていてよく、それでも、縮小されたサイズ、直径
又は幅を有することから限定的である。後でさらに詳細に説明されるように、流体通路Ｐ
１１８は、前方空洞Ｐ１２０との若しくは他の隣接する空洞との連結部分のところで縮小
された直径若しくは幅を有することによるか、又は、流れ制限要素（当業界では抵抗体と
して知られる場合もある）を他の形で組み込むことによるかのいずれか、或いはその両方
により、空気流れを制限するように構成される。この実施例では、流体通路Ｐ１１８が両
方を備える。
【１７１３】
　別法として又は加えて、デバイスの流体通路Ｐ１０５が、流体通路Ｐ１１８及び後方空
洞Ｐ１２１を介して、前方空気空洞Ｐ１２０をデバイスの外部の空気に流体的に連結する
ことができ、例えば外部環境に流体的に連結することができる。この流体通路Ｐ１０５は
、出力通気孔Ｐ１０９の通常は実質的に封止されている周辺部内で、実際に存在する可能
性があるいかなる漏れ通路からも隔てられている。この実施例では、エア・ベント又はア
パーチャＰ１０５が前方空洞Ｐ１２０に対してハウジングの反対側の端部のところに設け
られ（後方空洞Ｐ１２１の近く）、それにより、流体通路Ｐ１１８及び後方空洞Ｐ１２１
を介して前方空洞Ｐ１２０からデバイスＰ１００の外部の空気まで空気が通過するのを可
能にする。流体通路Ｐ１０５が、前方空洞Ｐ１２０若しくは他の隣接する空洞Ｐ１２１と
の連結部分のところで縮小された直径若しくは幅を有することによるか、又は、流れ制限
要素を他の形で組み込むことによるかのいずれか、或いはその両方により、空気流れを制
限するように構成される。この実施例では、流体通路Ｐ１０５が、後方空洞Ｐ１２１から
外部の空気までの限定的な流れ経路を提供する。
【１７１４】
　代替的実施例において、通常は封止されている空洞Ｐ１２０から空気が漏れるのを可能
にするために、任意の数の１つ又は複数の流体通路が組み込まれ得る、ことが理解されよ
う。この実施例では、両方の通路Ｐ１１８及びＰ１０５が設けられ、これを達成するよう
に集合的に仕事をする。しかし、代替の変形形態では、１つ又は複数のエア・ベントが例
えば空洞Ｐ１２０のところに又はその近くに配置され得（例えば、空洞Ｐ１２０と同じ、
振動板組立体の側）、外部環境などの、デバイスの外部の空気まで繋がる。
【１７１５】
　一般には、一定程度の空気の漏れを可能にするようなパッド又はプラグを作ることより
、多様な耳形状及び頭部形状並びに多様な配置に対しても常に封止することができるよう
なイヤ・パッド又はイヤ・プラグを作る方がより単純である。そのため、本発明の個人用
オーディオ・デバイスのこの実施例では、イヤ・パッド又はイヤ・プラグが実質的に封止
することを可能にするように設計され、空気の漏れがデバイスに導入され、それにより共
振の減衰が可能となる。漏れは、好適には、使用者の耳又は頭部とデバイスとの間のイン
ターフェースから離れるように位置決めされ、その結果、位置及び抵抗さらには任意のリ
アクタンスなどの特性が、耳の形状及びデバイスの配置の多様性から実質的に独立するこ
とになる。
【１７１６】
　各流体通路が、動作中に、使用者の頭部とオーディオ・デバイスとの間を通過すること
なく使用者の耳又は頭部に隣接する第１の空洞Ｐ１２０から空気が流出するのを可能にし
、それによりシールに影響する。
【１７１７】
　各流体通路Ｐ１１８又はＰ１０５が好適には流体流れ制限器を備える。流体流れ制限器
が、例えば、縮小されたサイズ、幅若しくは直径を有する隣接する空洞からの入口若しく
は流入口、及び／又は、多孔性若しくは通気性の材料などの、入口のところにあるか若し
くは通路内にある流体流れ制限要素若しくはバリア、の任意の組合せを備えることができ
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る。例えば、流体通路は、縮小された直径又は幅の入口を有する完全に開放された通路で
あってよい。別法として又は加えて、流体通路が、入口のところに又は通路内に、そこを
通過する気体にいくらかの抵抗を受けさせるための、発泡体バリア又はメッシュ布バリア
などの流体流れ制限要素を備えてもよい。流体通路が１つ又は複数の小さいアパーチャを
備えることができる。
【１７１８】
　好適には、流体通路Ｐ１１８及びＰ１０５が、動作中に外耳道内の音圧を有意に低下さ
せるようにするための、十分な非制限性を有する。音圧の有意な低下は、例えば、２０Ｈ
ｚから８０Ｈｚの周波数範囲にわたってのデバイスの動作中の音圧の、少なくとも１０％
、又はより好適には少なくとも２５％、又は最も好適には少なくとも５０％の低下であっ
てよい。この音の減少は、流体通路を一切有さずしたがって動作中に生じる音圧の漏れが
無視できる程度であるような同様のオーディオ・デバイスを基準としたものである。音圧
の有意な低下は、好適には、標準的な測定デバイス内にオーディオ・デバイスが装着され
ている時間の少なくとも５０％で観測される。しかし、それ以外の音圧の低下も考えられ
、本発明はこれらの実例に限定されることを意図されない。
【１７１９】
　この実施例では、流体通路Ｐ１１８が、前方空洞Ｐ１２０（さらには、後方空洞Ｐ１２
１）との連結部分のところに縮小された直径を有する。直径は通路の長さに沿って実質的
に一様であるが、いくつかの代替形態においてこの直径が変化するものであってもよいこ
とが理解されよう。流体通路Ｐ１１８が、そこを通る流れの圧力又は流量を制限しながら
、空気を含めた気体がこの通路を通って流れるのを可能にもするための、メッシュ又は発
泡ファブリックなどの、すなわち通路の内部にある、通気性又は多孔性の流れ制限要素又
は材料Ｐ１２６をさらに備え、それにより、外耳道と、空気空洞Ｐ１２０と、流体通路Ｐ
１１８と、空気空洞Ｐ１２１と、流体通路Ｐ１０５とを備える空気空洞システム内でそれ
以外の場合において発生する可能性があるいかなる望ましくない共振も低減する。流れ制
限材料はこの実施例では流体通路Ｐ１１８の入口／流入口のところに配置されるが、通路
の流出口に及び／又は通路の中に配置されてもよいことが理解されよう。
【１７２０】
　さらに、流体通路Ｐ１０５が、後方空洞Ｐ１２１との連結部分のところに縮小された直
径を有する。流体通路Ｐ１０５が、そこを通る流れの圧力又は流量を制限しながら、空気
を含めた気体が通路を通って流れるのを可能にもするように構成されるメッシュ又は発泡
材料Ｐ１２３の形態の流れ制限要素をさらに備え、それにより、上で言及した空気空洞シ
ステム内でそれ以外の場合において発生する可能性があるいかなる望ましくない共振も低
減する。流れ制限材料はこの実施例では流体通路Ｐ１０５の流出口のところに配置される
が、入口／流入口に及び／又は通路の中に配置されてもよいことが理解されよう。
【１７２１】
　各流体通路は振動板組立体及び／若しくはオーディオ・トランスデューサ組立体の周辺
部の近くなど、又はさらには、振動板組立体及び／若しくはオーディオ・トランスデュー
サ組立体内のアパーチャを通るといったように、デバイス内の任意の場所を延びていてよ
い。
【１７２２】
　この実施例では、流体通路の空気の漏れにより行われる減衰により、空気共鳴の制御が
改善される。また、共振制御、さらには、バス・レベルの抑制（ｂａｓｓ　ｌｅｖｅｌ　
ｍｏｄｅｒａｔｉｏｎ）が、多様な聴取者／使用者に対してさらには多様なデバイスの配
置に対しても比較的一定なものとなり得る。
【１７２３】
　いくつかの実施例では、使用者の外耳道及び／又は甲介に直接に隣接するように配置さ
れるように又はその内部に配置されるように構成されるオーディオ・デバイスのチャネル
が細長い導管又はスロートを備えることができる。また、この設計は空気共鳴を受けやす
い可能性がある。したがって、いくつかの実装形態では、音吸収材Ｐ１２７及び／又は流
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れ制限器がこの導管内に配置され、動作中の内部共振をさらに減衰する。
【１７２４】
　例えば、通気孔Ｐ１０９のスロート内に配置される発泡体挿入物Ｐ１２７が、空洞Ｐ１
２０と外耳道との間を動く空気を含めた共振の減衰を達成することができる。発泡体はま
た、周波数応答に影響することができる。その理由は、抵抗が高周波数と低周波数とで異
なる形で影響するからである。別法として、デバイスのスロート内で共振を減衰するのに
、空気流れを制限するように構成される他の多孔性又は通気性の要素が使用されてもよい
。
【１７２５】
　イヤホンは耳の固有共振特性を修正することができ、これは、可能性として、外耳道及
び甲介の系統の周波数応答に合わせるように脳を修正することがないようにするために、
外耳道及び甲介の系統の周波数特性及び／又は共振特性を修正することができる。例えば
、図Ｐ３を参照すると、（イヤホンの挿入後に）外耳道入口の位置Ｐ３０５のところでイ
ヤ・プラグＰ１０１（及び、イヤホンＰ１００）により外耳道Ｐ３０１を実質的に封止す
るようなイヤホンの場合、これにより、外耳道の共振を開口管タイプの共振から閉管タイ
プの共振へと変化させることができる。加えて、共振がエネルギーを蓄積して幾分か遅れ
てエネルギーを解放し、これにより傾向として音が不鮮明となる。これらを理由として、
このような共振の減衰を介することを含めて、耳／イヤホン・システムの共振を軽減する
ことが有利である可能性がある。したがって、この実施例などのようなイヤホンの用途で
は、共振を減衰するために、使用者の耳をマウントするように構成される領域に隣接する
振動板組立体の側に配置される空気空洞から、振動板組立体の反対側の別の空気空洞への
及び／又はデバイスの外部の空気への、空気の漏れのための少なくとも１つの流体通路を
導入することが特に有利である。この通路を通る限定的な流れ経路を提供することが、共
振減衰及び／又はバス・ブーストの抑制を達成するのを補助することになる。しかし、セ
クション５．２．２で後でさらに詳細に説明されるような、ヘッドホンの用途でも、さら
には補聴器の用途でも、これらの利点が見られ得ることが理解されよう。
【１７２６】
　したがって、この実施例では、流体通路Ｐ１１８及びＰ１０５が以下のことを含めた利
点を提供する：振動板組立体を通過し、通気孔Ｐ１０５を介する漏れが、外耳道の共振（
固有状態から修正される）、及び、外耳道と、空気空洞Ｐ１２０と、流体通路Ｐ１１８と
、空気空洞Ｐ１２１と、流体通路Ｐ１０５とを備える空気空洞システムの他の共振モード
を減衰すること；並びに、高い製造公差に依拠することなく多様な聴取者に対して、耳シ
ールを通過する（すなわち、振動板組立体を通過し、通路を介する）漏れがデバイス内の
漏れより少ないことを理由として、耳に対しての封止の程度が変化する場合でも、漏れの
量、位置、及び、任意の固有リアクタンスが使用者間で一定となること。
【１７２７】
　この実施例では、上のセクションで説明したように、オーディオ・トランスデューサが
、周囲／エンクロージャＰ１０２と実質的に物理的に連結しない周辺部を備える振動板本
体を備える。これは、個人用オーディオの用途でしばしば必要となるような、大きく可動
域する高い追従性を有する周囲に関連する望ましくない高周波数共振を低減しながら、強
化される低音の拡張のための振動板の基本共振周波数を下げることを達成するのも促進す
る。
【１７２８】
　従来のダイナミック・ドライバ及びアーマチュア・ドライバに基づくイヤホンでは、こ
のようなトレードオフは複数のドライバを使用することによって一般に解決されるが、こ
れは、クロスオーバー回路に関連する歪みを導入することになり、デバイスの複雑さ、コ
スト及びサイズを増大させる可能性がある。
【１７２９】
　振動板周辺部が少なくとも部分的に物理的に連結しないことにより上記のように促進さ
れ得るような、下げられる基本の振動板共振周波数によりバスに対して種々の改善が達成
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され得、これには、限定しないが、バス・レベルが増すこと、可能性として位相応答が改
善されること、ボリュームの変更に関しての線形性が増すこと、及び、高調波歪みを低減
すること、が含まれる。しかし、バス・レスポンスのこれらの改善は、実装形態ごとに異
なる形で見られ、これは特には、エンクロージャのジオメトリなどのファクタが応答に有
意に影響する可能性を有するような、個人用オーディオ・デバイスにおいてである。これ
に留意して、流体通路が、バス・レスポンスを改善するように設計されたオーディオ・ト
ランスデューサのコンフィギュレーションが実装される場合のデバイスのバス・レスポン
スを制御、抑制又は微調整するのに使用され得る。
【１７３０】
　したがって、空気の漏れのための少なくとも１つの流体通路との組合せで、振動板が実
質的に（又は、少なくとも部分的に）物理的に連結しないような、オーディオ・トランス
デューサの設計が、エネルギー蓄積を低減する（例えば、過度応答及び累積スペクトル減
衰のプロットで測定される）オーディオ・デバイスを提供することになる。その理由は、
ドライバ及び空気空洞システムの共振が対処されて、従来の設計に対して周波数レスポン
ス特性が改善されるからである。
【１７３１】
　上述したように、この実施例のオーディオ・トランスデューサＰ１００が、フェロ流体
により、組立体の周辺部のところで、基部構造Ｐ１０２に対して適切なアライメントで支
持される振動板組立体Ｐ１１０を備える。振動板組立体の周辺部以外の場所に配置される
ような空気通路を導入することにも利点がある。しかし、本発明はこのような実施例に限
定されることを意図されない。この実施例などの、イヤホンの用途では、空気空洞のサイ
ズが小さいことを部分的に理由として、及び、甲介内に配置されるのに十分なコンパクト
さの非常に小さいトランスデューサを使用することを理由として、空気の漏れの小さい変
化が大きな影響を有し得る。これは、空気の漏れの許容誤差及び一貫性を維持することが
困難となり得ることを意味する。振動板組立体が、第１の空洞Ｐ１２０と別の空洞又は外
部環境との間に流体空気漏れ通路を作るような空気間隙を周辺部の周りに有する場合、こ
の間隙が、言及したようにデバイスの動作に大きく影響する可能性があるような、製造の
ばらつき、振動板マウンティングの変化、又は、使用時の振動板の動き、を原因とする、
サイズ又は形状の非一貫性を有するように形成される可能性がある。空気間隙のサイズの
このような非一貫性は、例えば一貫しない及び／又は過剰な空気の漏れの原因となる可能
性がある。これは個人用オーディオ・デバイスのいくつかの実装形態において不利である
可能性があり、これは例えば、バス・レスポンスを増大させるのに十分な封止を必要とす
るコンパクトなトランスデューサが必要とされる場合などであるが、コンパクトなトラン
スデューサは、このような過度に大きい空気間隙又は一貫しない空気間隙の影響を有意に
受ける。空気間隙ではなくフェロ流体を用いて周辺部を支持することにより、このような
非一貫性が低減され得る。代わりに、例えば流体通路のサイズを制御することがより容易
となり得るような振動板組立体の周辺部以外の位置に、カスタマイズされる空気漏れ流体
通路が組み込まれてもよい。この実施例で示されるように、流体通路Ｐ１１８及びＰ１０
５は振動板組立体及び励起／変換機構に隣接するように配置されるが、これらの組立体の
周辺部のところには配置されない。代替的実施例では、振動板組立体の内部を通る流体通
路が提供され得る。このような手法の各流体通路のサイズはより容易にカスタマイズされ
得、所望のレスポンスを達成するように構成され得る。
【１７３２】
作動周波数範囲
　好適には、オーディオ・デバイスＰ１００が、１６０Ｈｚから６ｋＨｚの周波数帯を含
む、又はより好適には１２０Ｈｚから８ｋＨｚの周波数帯を含む、又はより好適には１０
０Ｈｚから１０ｋＨｚの周波数帯を含む、又はさらに好適には８０Ｈｚから１２ｋＨｚの
周波数帯を含む、又は最も好適には６０Ｈｚから１４ｋＨｚの周波数帯を含む、ＦＲＯを
有する。
【１７３３】
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いくつかの変形形態
　この実施例のオーディオ・トランスデューサは直線動作トランスデューサである。しか
し、代替的実施例（例えば、実施例Ｘのところで説明される）において、個人用オーディ
オ・デバイス内で別法として回転動作トランスデューサが使用されてもよいことが理解さ
れよう。
【１７３４】
　別法として、ヘッドホン・デバイス内で（例えば、実施例Ｙのところで説明されるよう
な）、又は、例えば携帯電話又は補聴器などの他の個人用オーディオ・デバイス内で、イ
ンターナル・オーディオ・トランスデューサ機構が実装されてもよいことが理解されよう
。
【１７３５】
　オーディオ・デバイスＰ１００が、他の実施例を参照して後でさらに詳細に説明される
ように、複数のトランスデューサを備えることができる。
【１７３６】
　この実施例の振動板組立体は、フェロ流体以外の手法で、トランスデューサ基部構造及
び周囲に対して浮遊状態にされ得、基部構造及び／又は周囲に連結されない周辺部の領域
において空気間隙（フェロ流体の代わり）によって隔てられ得る。例えば、代替的実施例
では、振動板周辺部が、コンパクトな板ばねにより、又は、発泡体の切り離されたセグメ
ントにより、支持され得る。
【１７３７】
５．２．２　実施例Ｋ　－　ヘッドホン
　次に図Ｋ１～Ｋ５を参照すると、ヘッドホン装置Ｋ２０３の形態の個人用オーディオ・
デバイスの別の実施例（本明細書では、実施例Ｋのオーディオ・デバイスと称される）が
、左側のヘッドホン・インターフェース・デバイスＫ２０４及び右側のヘッドホン・イン
ターフェース・デバイスＫ２０５と（以下では、ヘッドホン・カップＫ２０４及びＫ２０
５とも称される）、ブリッジ・ヘッドバンド（ｂｒｉｄｇｉｎｇ　ｈｅａｄｂａｎｄ）Ｋ
２０６（図Ｋ２）とを備えるものとして示されている。各ヘッドホン・インターフェース
・デバイスが、カップ・ハウジングＫ２０４（図Ｋ３及びＫ４）の内部にマウントされる
オーディオ・トランスデューサＫ１００（図Ｋ１）を備える。この実施例はヘッドホンの
コンフィギュレーションを示すが、本発明の範囲から逸脱することなく、別法として、オ
ーディオ・デバイスの種々の設計上の特徴が、例えばイヤホン又は携帯電話デバイスなど
の、任意の他の個人用オーディオ・デバイスに組み込まれてもよいことが理解されよう。
次に、左側のヘッドホン・カップＫ２０４の特徴をさらに詳細に説明する。右側のヘッド
ホン・カップＫ２０５が同じ又は同様のコンフィギュレーションを有し、したがって、簡
潔さのためにその特徴が説明されない、ことが理解されよう。
【１７３８】
　図Ｋ１を参照すると、この実施例では、オーディオ・トランスデューサが、動作中に関
連付けられた回転軸Ｋ１１９を中心として振動板を回転させるように構成されるヒンジ・
システムを介してトランスデューサ基部構造Ｋ１１８に回転可能に接続される振動板組立
体Ｋ１０１を備える回転動作トランスデューサである。振動板組立体が、好適には、極め
て厚い振動板本体Ｋ１２０を備え、例えばここでは、振動板本体の最大厚さＫ１２７が振
動板本体の長さＫ１２６の少なくとも１５％であり、又は、本体の長さＫ１２６の少なく
とも２０％である。例えば示される実施例では、振動板本体の最大厚さＫ１２７が、１９
ｍｍである振動板本体の長さＫ１２６の３０％である５．７ｍｍであってよい。また、こ
の厚さは、振動板本体に跨る対角線の長さなどの、最大寸法の少なくとも約１１％、又は
より好適には少なくとも約１４％であってもよい。例えば示される実施例では、振動板本
体の最大厚さＫ１２７は、２７．５ｍｍである振動板本体の長さＫ１３９の２１％である
５．７ｍｍであってよい。しかし、代替的実施例において、振動板本体がそれほど厚くな
くてもよい。トランスデューサが、使用時に振動板本体に実質的な回転動作を加えること
により音を変換するための、電磁機構などの励起機構をさらに備える。関連付けられた振
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動板本体に連結されるオーディオ・トランスデューサの励起／変換機構の部分は、好適に
は強固に連結される。
【１７３９】
高い剛性を有する振動板組立体
　この実施例では、振動板構造が、音響による分割に抵抗するのに適するジオメトリを有
する。
【１７４０】
　振動板組立体が、動作中に極めて高い剛性を有する振動板構造を備える。振動板構造は
、好適には、本明細書のセクション２．２のもとで説明されるコンフィギュレーションＲ
１～Ｒ４の振動板構造のうちの任意の１つである。この実施例では、振動板構造が、セク
ション２．２の実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに関連して説明される振動板構
造Ａ１５００と構成が類似し、本体の反対側にある主面Ｋ１３２上にあるか又はそれに隣
接する外側垂直応力補強材Ｋ１１１／Ｋ１１２と、垂直応力補強材に対して実質的に垂直
の向きの内側せん断応力補強材Ｋ１２１とにより補強される振動板本体Ｋ１２０を備える
。外側応力補強材が一連の長手方向の支柱を備え、それらの一連の長手方向の支柱のうち
の第１のグループＫ１１２が関連付けられた主面Ｋ１３２に沿って長手方向に方向づけら
れ、第２のグループＫ１１１が第１のグループに対して及び互いに対してある角度で向け
られ、それにより交差する支柱の形を形成する。外側応力補強材Ｋ１１１／Ｋ１１２が、
振動板組立体Ｋ１０１の質量中心位置から遠位である領域の質量を低減する（例えば、支
柱の幅又は厚さを縮小させることにより）。
【１７４１】
　また、振動板本体Ｋ１２０が、質量中心位置から遠位である領域の質量を低減する（ウ
ェッジ形状の構造を形成するようにその長さに沿って先細りになることにより）。振動板
本体Ｋ１２０が極めて厚く、例えば、振動板本体の長さＫ１２６の少なくとも約１５％、
又はより好適には長さの少なくとも２０％の振動板本体の最大厚さＫ１２７を有する。振
動板本体の長さＫ１２６は、厚さ寸法に対して実質的に垂直の方向における（又は、例え
ば、回転軸Ｋ１１９に対して垂直な方向に沿う）、回転軸Ｋ１１９から振動板構造の最も
遠位の周辺部までの総距離によって画定され得る。傾斜連結タブＫ１２２が振動板本体Ｋ
１２０の基部端部のところに配置され、振動板基部を振動板組立体Ｋ１０１の他の構成要
素に強固に連結するのを可能にする。別法として、本記述のセクション２．２のもとで定
義されるコンフィギュレーションＲ１～Ｒ４に従って構成される任意の他の振動板構造が
この実施例で採用されてもよいことが理解されよう。
【１７４２】
　振動板組立体Ｋ１０１が、使用時に振動板を動かすために、振動板構造の基部に、ヒン
ジ組立体の一部分に、及び励起機構の力伝達構成要素に強固に連結される振動板基部フレ
ームＫ１０７をさらに備える。図Ｋ１ｌ及びＫ１ｎに示されるように、振動板基部フレー
ムＫ１０７が第１の垂直プレートＫ１０７ａ及び第２の傾斜プレートＫ１０７ｂを備え、
これらの両方が実質的に平坦であり、振動板本体の主面Ｋ１３２のうちの１つの主面と振
動板本体の基部面との間の相対角度に一致するように互いに対して傾けられる。これらの
第１及び第２のプレートが、それぞれ、基部面及び上で言及した主面Ｋ１３２のところで
、振動板本体に強固に連結される。主面Ｋ１３２に連結されるように構成される第２の傾
斜プレートＫ１０７ｂが、１対の離間されるアパーチャＫ１０７ｅ（図Ｋ１ｇ、ｎ及びｍ
に示される）をさらに備え、これらの１対の離間されるアパーチャＫ１０７ｅが、トラン
スデューサ基部構造の基部ブロックＫ１０５から延びる接触部材Ｋ１３８に位置合わせさ
れるように、さらには、振動板本体の基部端部のところに形成される凹部Ｋ１２０ａに位
置合わせされるように、構成される。このようにして、オーディオ・トランスデューサの
組み立てられた状態において、接触部材Ｋ１３８が基部フレームＫ１０７の対応するアパ
ーチャを通って延びるようになり、さらには振動板本体Ｋ１２０の凹部Ｋ１２０ａの中ま
で延びるようになる。
【１７４３】
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　振動板基部フレームＫ１０７が第１の実質的に垂直のプレートＫ１０７ａから延びる第
３の弓形プレートＫ１０７ｃをさらに備え、第３の弓側プレートＫ１０７ｃが、第２のプ
レートＫ１０７ｂの反対の方向に延びる基部フレームの第４の傾斜した実質的に平坦なプ
レートＫ１０７ｄに連結される。弓形プレートＫ１０７ｃが、組み立てられた状態におい
て、コイルＫ１３０などの力伝達構成要素に連結されるように構成される。コイルＫ１３
０が弓形プレートＫ１０７ｃの外側面に強固に連結される。プレートの円弧が、トランス
デューサ基部構造によって形成される変換機構の磁界の隙間Ｋ１４０ａ及びＫ１４０ｂの
円弧に対応するように構成される。１つ又は複数の弓形プレートＫ１３６が、フレームＫ
１０７の第１、第３及び第４のプレートによって形成される振動板基部フレーム空洞の中
に挿入され得る。好適には、３つのプレートがこの空洞内で保持され、２つの内側空洞Ｋ
１０７ｅを形成し、その中で、変換機構の内側ポールＫ１１３がコイルＫ１３０と作動可
能に協働するように延びる。
【１７４４】
　図Ｋ１ｌ及びＫ１ｍに示されるように、組み立てられた状態において、基部フレームＫ
１０７の第２のプレートＫ１０７ｂが、振動板本体／構造の関連付けられた主面をわずか
に通過するように延びる。これにより、長手方向のコネクタＫ１１７を強固に連結すると
ころの縁部が得られる。さらに、コネクタＫ１１７が基部端部のところで振動板本体の対
応する面に強固に連結される。コネクタが、基部フレームＫ１０７の第２のプレートＫ１
０７ｂのアパーチャＫ１０７ｅに位置合わせされる凹部を備える。コネクタの反対側（振
動板本体に連結される側に対して）が、その長さに沿うコネクタの中央領域に、実質的に
凹形に湾曲した表面（少なくとも、断面が）を備える。凹形に湾曲した表面が、ヒンジ・
システム付勢機構（後でさらに詳細に説明される）の接触ピンを受けて収容するように構
成される。基部フレームＫ１０７の第２のプレートＫ１０７ｂに連結されるコネクタの部
分から傾斜部分が延びており、この傾斜部分が、振動板基部フレームＫ１０７の第４のプ
レートＫ１０７ｄに強固に連結されるように構成される。このようにして、コネクタＫ１
１７がその長さに沿って基部フレームＫ１０７に強固に連結される。この部分が実質的に
凹形に湾曲した表面（少なくとも、断面が）をさらに備え、この実質的に凹形に湾曲した
表面がコネクタＫ１１７の長さのかなりの部分に沿って延び、ヒンジ・システム（後でさ
らに詳細に説明される）のヒンジ要素Ｋ１０８に接触して固定的に接続されるように構成
される。ヒンジ要素Ｋ１０８が、後でさらに詳細に説明されるように、ヒンジ・システム
の接触ブロックＫ１３８に係合されるようにコネクタの凹部に跨って延びるヒンジ要素Ｋ
１０８のセクションにおいて少なくとも、実質的に凸形に湾曲した表面（少なくとも、断
面が）を備える。
【１７４５】
　このようにして、組み立てられた状態において、振動板基部構造が基部フレームＫ１０
７に及びコネクタＫ１１７に強固に連結される。次いで、基部フレームがさらに変換機構
のコイルＫ１３０に強固に及び固定的に接続される。コネクタＫ１１７が、ヒンジ要素Ｋ
１０８に及びヒンジ組立体の接触ピンＫ１０９に固定的に接続される。これらの構成要素
が組合せで振動板組立体Ｋ１０１を形成する。
【１７４６】
　図Ｋ１ｆ、Ｋ１ｊ及びＫ１ｋを参照すると、基部フレームＫ１０７、ヒンジ要素Ｋ１０
８及びコネクタＫ１１７が、好適には、構造の基部面に跨る振動板構造の全幅にわたって
延びる。これらの構成要素のいずれかの端部が、好適には、実質的に弾性の連結部材Ｋ１
２５及びスペーサ・ディスク又はワッシャＫ１３５を介してトランスデューサ基部構造側
部ブロックＫ１１５に連結される。各側部ブロックＫ１１５が極めて高い剛性を有してよ
く、例えば、極めて高い剛性を有するプラスチック材料などから形成される。連結部材Ｋ
１２５及び／又はワッシャＫ１３５が、関連付けられた側部ブロックＫ１１５の内側壁に
強固に連結される。この構成は、トランスデューサ基部構造の基部構成要素Ｋ１０５に合
わせて振動板基部フレーム組立体（コネクタＫ１１７及びヒンジ要素Ｋ１１８を含む）を
追従的に位置決めする。この機構がヒンジ組立体の全体に寄与する。２つの連結部材Ｋ１
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２５が振動板組立体に復元力を提供し、この復元力が：
　１）ニュートラルな位置又は静止位置へと振動板を位置決めすることに寄与し、したが
って、最終的な振動板基本周波数Ｗｎの実質的な決定的ファクタとなり；
　２）接触部材Ｋ１３８に対してヒンジ要素Ｋ１０８を位置決めすることに寄与し、その
結果、衝突、ノッキング、又は、他に見られるような外力による異常時に、これらの部分
がニュートラルな位置に再位置合わせされ、ここでは、振動板組立体の部分が周囲の部分
に接触せず、それと摩擦しない。
【１７４７】
　したがって、この機構は、ヒンジ式組立体の全体に寄与することに加えて、振動板復元
機構としても機能する。
【１７４８】
自由周辺部
　振動板構造が、周囲Ｋ３０１などの周囲の構造と物理的に連結しない外周部を備える。
振動板構造に関連する自由周辺部は本明細書のセクション２．３で詳細に説明されており
、これがこの実施例にも適用される。要するに、振動板構造周辺部が、いくつかの実施例
では例えば周辺部の少なくとも２０パーセントに沿って、周囲と少なくとも部分的に物理
的に連結しなくてよい。この実施例では、振動板構造が、周囲及びトランスデューサ基部
構造を含む周囲構造とほぼ完全に物理的に連結しない（ヒンジ接続部を除く）。振動板構
造の周辺部の連結されない自由な部分が、比較的小さい空気間隙Ｋ３２１及びＫ３２０に
より周囲から隔てられる。周辺部が、それ以外の方法によって、例えば、外周部の長さ又
は周長の少なくとも５０％又は少なくとも８０％に沿って、実質的に物理的に連結されな
くてもよい、ことが理解されよう。
【１７４９】
　好適には、振動板本体の外周部とハウジング／周囲Ｋ３０１との間の距離によって画定
される空気間隙Ｋ３２１及びＫ３２０の幅が、振動板本体の長さＫ１２６の１／１０未満
、またより好適には１／２０未満である。例えば、振動板本体の外周部と周囲との間の距
離によって画定される各空気間隙の幅は、１．５ｍｍ未満、又はより好適には１ｍｍ未満
、又はさらに好適には０．５ｍｍ未満である。これらの値は例示であり、この範囲の外に
ある他の値も適し得る。
【１７５０】
ヒンジ・システム
　回転動作オーディオ・トランスデューサが個人用オーディオ・デバイスに良好に適し得
る。その理由は、振動板の大きい可動域及び低い基本の振動板共振周波数を介して、回転
動作トランスデューサが、高周波数帯域幅を拡張することさらにはバスを拡張することの
要求を満たす潜在能力を有するからである。
【１７５１】
　耳と振動板組立体との間の空気を完全に又は少なくとも部分的に封止するオーディオ・
デバイス・インターフェースの設計と、回転動作オーディオ・トランスデューサとの組合
せである、この実施例では、封止により、バスの拡張を強化することを促進することが補
助され、それによりオーディオ・トランスデューサの体積可動域能力に対する要求が軽減
され、より良質な高音再生を達成することがより容易になる、ことを理由として、性能が
向上する。
【１７５２】
　ヒンジタイプの振動板サスペンションが、低周波数共振モードを排除するか又は少なく
とも軽減するのを補助する。
【１７５３】
　このヒンジ・システムは、本明細書のセクション３．２．１で説明される設計原理及び
設計留意点に従って構成される接触ヒンジ・システムである。したがって、代替的実施例
において、このヒンジ・システムが、例えば、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサ
に関連してセクション３．２．２で説明されるものなどの、本セクションで説明される原
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理に従って設計される任意の代替の機構に置き換えられてもよい、ことが理解されよう。
例えば、少なくとも１つのオーディオ・トランスデューサが、１つ又は複数のヒンジ接続
部を有するヒンジ組立体を有するヒンジ・システムを備えることができ、各ヒンジ接続部
がヒンジ要素及び接触部材を有し、接触部材が接触面を提供し、ヒンジ接続部が、使用時
に、接触面との安定した物理的な接触を維持しながら接触部材に対してヒンジ要素を動か
すのを可能にするように構成される。例えば、ヒンジは、実施例Ａのオーディオ・トラン
スデューサＡ１００のところで説明したヒンジ又は実施例Ｅのオーディオ・トランスデュ
ーサのヒンジに類似してよい。さらに、別の代替的なコンフィギュレーションでは、ヒン
ジ組立体が、実施例Ｂ及びＤのオーディオ・トランスデューサのヒンジ組立体などの、本
明細書のセクション３．３のもとで説明される可撓性ヒンジ組立体に置き換えられてもよ
く、又は、例えば、使用時に振動板を作動可能に支持する１つ若しくは複数の（好適には
、薄い壁の）可撓性要素を備えるような、図Ｃ１からＣ１３を参照して説明されるコンフ
ィギュレーションの可撓性ヒンジ組立体に置き換えられてもよい。このヒンジ・システム
は、低い基本の振動板共振モードと、高周波数の振動板共振モードを低減するための、単
純な並進に対しての低い追従性と、振動板の大きい可動域とを同時に実現する。これらは
すべてが個人用オーディオの用途で必要なものである。
【１７５４】
　この実施例に関連するヒンジ・システムの完全な説明は本明細書のセクション３．２．
５で行われる。以下は実施例Ｋのトランスデューサのヒンジ・システムの簡単な概説であ
る。図Ｋ１ｇ～Ｋ１ｎを参照すると、この実施例では、ヒンジ・システムが、組立体の両
側にある１対のヒンジ接続部を有するヒンジ組立体を備える。各ヒンジ接続部が、接触面
を提供する接触部材と、接触面に当接して旋回するように構成されるヒンジ要素とを備え
る。各ヒンジ接続部が、接触面との安定した物理的な接触を維持しながら接触部材に対し
てヒンジ要素を動かすのを可能にするように構成され、ヒンジ要素が接触面に向かって付
勢される。
【１７５５】
　ヒンジ・シャフトＫ１０８の形態であるヒンジ要素が振動板基部フレームＫ１０７に強
固に接続される。反対側で、ヒンジ・シャフトＫ１０８が接触部材Ｋ１３８に旋回可能に
又は枢動可能に接続される。図Ｋ１ｉに示されるように、各接触部材が凹形に湾曲した接
触面Ｋ１３７を備え、この接触面Ｋ１３７がシャフトＫ１０８の自由側をそれに接触させ
て旋回させるのを可能にする。凹形表面Ｋ１３７がシャフトＫ１０８の曲率半径より大き
い曲率半径を有する。１対の接触部材Ｋ１３８が基部構成要素Ｋ１０５の両側から延び、
シャフトＫ１０８の両端部に旋回可能に又は枢動可能に接続され、それにより２つの別個
のヒンジ接続部を形成する。これらのヒンジ接続部が、好適には、振動板構造及びトラン
スデューサ基部構造の両方にしっかりと結合される。
【１７５６】
　図Ｋ１ｌ～Ｋ１ｍを参照すると、ヒンジ・シャフトＫ１０８が、ヒンジ・システムの付
勢機構により、弾性的に及び／又は追従的に、基部ブロックＫ１３８の接触面Ｋ１３７に
接触して定位置で保持される。付勢機構が、圧縮ばねの形態の実質的に弾性の部材Ｋ１１
０と、接触ピンＫ１０９とを有する。ばねＫ１１０が一方の端部のところで基部構造Ｋ１
０５に強固に接続され、接触位置Ｋ１１６のところの反対の端部のところで接触ピンＫ１
０９に係合される。弾性接触ばねＫ１１０が接触ピンＫ１０９に向かって付勢され、その
場で少なくともわずかに圧縮した状態で保持される。この構成は、基部フレームＫ１０７
と、コネクタＫ１１７と、ヒンジ接続部の接触基部ブロックＫ１３８に接触するヒンジ・
シャフトＫ１０８とを含めた振動板基部構造を追従的に引く。追従性及び／又は弾性の程
度は本明細書のセクション３．２．２のもとで説明した通りである。
【１７５７】
トランスデューサ基部構造及び変換機構
　好適には、振動板構造が、追従的に取り付けられる場合とは異なり、又は、特には他の
構成要素のジオメトリが細長い場合において別の構成要素を介して取り付けられる場合と
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は異なり、力伝達構成要素Ｋ１０６に強固に取り付けられる。力伝達構成要素は、好適に
は、使用時に極めて高い剛性を維持するようなタイプのものであり、その理由は、それに
より共振を最小にすることが補助されるからである。
【１７５８】
　電気力学タイプのモータが好ましい。その理由は、振動板の広範囲の可動域にわたって
その挙動が非常に線形的であるからである。励起機構が、導電性の構成要素の形態の、好
適にはコイルＫ１０６である力伝達構成要素を備えることができ、この力伝達構成要素が
、オーディオ信号を表す電流を受け取る。好適には、導電性の構成要素が磁界内に配置さ
れ、磁界が好適には永久磁石によって提供される。
【１７５９】
　この実施例では、トランスデューサ基部構造Ｋ１１８が、極めて厚くて脚の短いジオメ
トリを有し、電磁励起機構の磁気組立体を有する。基部構造が、基部構成要素Ｋ１０５と
、永久磁石Ｋ１０２と、振動板組立体の振動板基部フレームＫ１０７の空洞内に配置され
る対向する内側ポール・ピースＫ１１３から離間される、磁石Ｋ１０２に接続される外側
ポール・ピースＫ１０３及びＫ１０４と、を備える。対向する外側ポール・ピース及び内
側ポール・ピースが、それらの間に実質的に湾曲したチャネル又は弓形のチャネルを作る
ような対向する表面を有する。振動板基部フレームの弓形プレートが、この弓形の磁界チ
ャネルに形状が対応する表面を備える。１つ又は複数のコイル巻線Ｋ１０６が振動板基部
フレームの弓形プレートに接続され、その場でチャネルの中を延びる。好適には、ニュー
トラルな位置において、コイルが対応する内側ポール及び外側ポールの位置に位置合わせ
され、それによりこれらの構成要素の間の協働を向上させる。動作中、各コイル巻線Ｋ１
０６及び基部フレームＫ１０７の一部がこのチャネル内で往復動し、このとき、振動板組
立体の残りの部分が回転軸Ｋ１１９を中心として揺動及び枢動する。
【１７６０】
ハウジング
　図Ｋ３を参照すると、オーディオ・トランスデューサが周囲Ｋ３０１内に収容されて示
されている。周囲Ｋ３０１が外側キャップＫ３０２によって囲まれる。これらの２つの部
分がトランスデューサのためのハウジングＫ２０４を形成する。周囲及び外側キャップが
、例えば、スナップ嵌合係合、接着剤、又は、固定具Ｋ３１６を介するなどの、任意適切
な方法を介して、互いに固定的に及び強固に接続され得る。周囲Ｋ３０１が、周囲Ｋ３０
１（及び、ハウジングＫ２０４）へのトランスデューサのマウンティング並びに周囲Ｋ３
０１（及び、ハウジングＫ２０４）からのトランスデューサのデカップリングを実現する
のを補助するために、オーディオ・トランスデューサの一部分の近くでその上で延びてい
る内側キャップＫ３０３を有する。内側キャップＫ３０３が周囲Ｋ３０１と一体に形成さ
れ得るか、又は、他の方法で別個に形成されて、例えば、スナップ嵌合係合、接着剤、若
しくは、固定具Ｋ３１７を介するなどの、任意適切な方法を介して、周囲Ｋ３０１に固定
的に及び強固に接続され得る。周囲がトランスデューサをその中で保持するための空洞を
備え、空洞の両側のところで開いている。一方側で、開口部がアウトプット・アパーチャ
Ｋ３２５を形成し、動作中、音がこのアウトプット・アパーチャＫ３２５を通ってトラン
スデューサ組立体から伝播する。図Ｋ４を参照すると、アウトプット・アパーチャが、デ
バイスの使用時に使用者の耳Ｋ４１０のところに又はそれに隣接するところに配置される
ように構成される。柔らかいイヤ・パッドＫ３０９が、外側キャップＫ３０２の反対側で
周囲Ｋ３０１の周辺部の周りを及びアウトプット・アパーチャＫ３２５の周りを延びてい
る。柔らかいイヤ・パッドＫ３０９が、使用者にとって快適である発泡材料などの当技術
分野でよく知られる任意適切な材料から形成されてよい追従性を有するインナーＫ３１０
を備える。インナーＫ３１０が非通気性のファブリック外側層Ｋ３１１さらには通気性の
ファブリック又はメッシュ内側層Ｋ３１２で裏打ちされていてよい。また、オープン・メ
ッシュ・ファブリックＫ３１８がアウトプット・アパーチャＫ３２５の上を延びていてよ
い。
【１７６１】
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　この実施例では、オーディオ・デバイスが、サーカムオーラル・ヘッドホンの場合では
一般的であるように、人の頭部Ｋ４０８に圧力を加えるように、及び、耳Ｋ４１０の外側
部分を越えるところにある位置Ｋ４０９を実質的に封止するように、構成される。頭部Ｋ
４０８の１つ又は複数の他の部分及び耳Ｋ４１０に圧力を加えることもできる。限定しな
いがスープラオーラル・コンフィギュレーションなどの、他のパッドのコンフィギュレー
ションも可能である。柔らかいイヤ・パッドＫ３０９が、好適には、使用者の耳の周りに
有意なシールを形成し、それにより、その場でデバイスの外部の空気Ｋ４１４からデバイ
スの内部の空気を実質的に封止する。イヤ・パッドＫ３０９が、使用時に使用者の耳Ｋ４
１０のところに又はそれに隣接するところに配置される、デバイスの内部の前方空洞Ｋ４
０６内の空気と、デバイスの外部の空気（周囲の外気）Ｋ４１４との間に十分なシールを
提供するように構成される。パッド・インナーＫ３１０及び外側ファブリックＫ３１１に
使用されるジオメトリ及び／又は材料が例えばシールＫ４０９の十分性に影響することが
できる。
【１７６２】
　実質的なシールとは、例えば、動作中の少なくとも低いバス周波数での音圧を改善する
（すなわち、バス・ブーストを提供する）ように構成されるシールである。例えば、イヤ
・パッドは、動作中に（少なくとも、低いバス周波数において）耳の内部で生じる音圧を
増大させるようにその場で使用者の耳／頭部を実質的に封止するように構成され得る。い
くつかの実装形態では、音圧が、例えば、その場でオーディオ・デバイスにより十分なシ
ールを作らない場合に生じる音圧を基準として、平均で、少なくとも２ｄＢ、又はより好
適には少なくとも４ｄＢ、又は最も好適には少なくとも６ｄＢ増大することができる。前
方空洞Ｋ４０６内に封入される空気は、動作中にバス・ブーストを提供するのも補助する
ために十分に小さくてよい。
【１７６３】
　言及したように、この実施例のデバイスは、耳の周りの空気をデバイスの周りの空気か
ら実質的に封止することによりバス・ブーストを提供する。いくつかの変形形態では、イ
ヤ・パッドＫ３０９が、低弾性のポリウレタン・フォーム又はポリエーテル・フォームな
どの例えば連続気泡発泡体といったような、発泡体などの材料から作られる多孔性の圧縮
可能なインナーＫ３１０で構成され、インナーＫ３１０が、パッドＫ３０１の外部周辺部
（例えば、外側を向いており、その複数の部分が使用中に使用者の頭部／耳に接触するよ
うに構成される）のところにある実質的に非多孔性の外側ファブリックＫ３１１によって
覆われる。デバイスの内部の方を向くイヤ・パッドＫ３０９の内部部分は、覆われないま
まであるか、又は、多孔性である内側ファブリックＫ３１２で覆われ、その結果、耳の周
りの音波が多孔性発泡体の内部で伝播することができるようになり、ここでは、それらの
エネルギーが、内部の空気共鳴を制御するのを補助するために消散し得る。
【１７６４】
　これはまた、空気空洞Ｋ４０６が、多孔性のイヤ・パッド・インナーＫ３１０の容積に
連結され、したがってその容積を含むようにそこまで延びている、ことを意味する。これ
により、周囲騒音のパッシブ減衰の改善を含めた別の利点を得られる。その理由は、例え
ばイヤ・パッドＫ３０９と装着者の頭部Ｋ４０８との間での漏れを介して又は他には空気
通路Ｋ３２０、３２１、３２２及び３２４を介して、周囲空気Ｋ４１４から空気空洞Ｋ４
０６まで移動する音圧が、容積Ｋ３１０に連結されるより大きい空気体積Ｋ４０６のとこ
ろに広がるにはより長時間かかるからである。
【１７６５】
　この変形形態は、減衰を介して内部の空気共鳴に対処しながら同時に、トランスデュー
サの、特には振動板及び周囲の、望ましくない機械的共振に対処し、振動板の可動域及び
基本の振動板共振周波数を改善するのを可能にする。内部の空気共鳴は、前方空洞Ｋ４０
６、後方空洞Ｋ４０５、並びに、デバイス及び／若しくは使用者の頭部の中に含まれる任
意の他の空洞又はデバイス及び／若しくは使用者の頭部による任意の他の空洞、の中で対
処され得る。
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【１７６６】
　好適には、追従性を有するインターフェース／イヤ・パッドＫ３０９が、アウトプット
・アパーチャＫ３２５を覆う通気性のファブリックＫ３１８を備える。通気コットン・ベ
ロア又はポリエステル・メッシュが、適する材料の例である。
【１７６７】
　外側キャップＫ３０２が、好適には、ヘッドバンドＫ２０６のそれぞれの端部に枢動可
能に接続される。例えば、外側キャップＫ３０２が、ヘッドバンドＫ２０６のそれぞれの
端部のピボット・ナットＫ４０１に回転可能に接続されるピボットねじＫ３０８を備える
ことができる。これにより、ヘッドバンド位置が快適となるように使用者によって調整さ
れることが可能となる。任意適切なヒンジ式機構が使用され得る。別法として、ヘッドバ
ンドがヘッドバンドに固定的に接続されてもよい。
【１７６８】
デカップリング・マウンティング・システム
　この実施例では、オーディオ・トランスデューサが、デカップリング・マウンティング
・システムを介して周囲Ｋ３０１内にマウントされる。デカップリング・マウンティング
・システムは、本明細書のセクション４で説明されるデカップリング・マウンティング・
システムのうちの任意の１つであってよい。例えば、デカップリング・マウンティング・
システムが、本明細書のセクション４．２で説明されるシステムのうちの任意の１つであ
ってよいか、又は、本明細書のセクション４．３に記載される設計原理及び設計留意点に
従って設計される別のデカップリング・マウンティング・システムであってもよい。この
実施例では、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサに関連して本明細書のセクション
４．２．１で説明されるものに類似するデカップリング・マウンティング・システムが使
用される。デカップリング・マウンティング・システムが、オーディオ・トランスデュー
サ基部構造Ｋ１１８を周囲Ｋ３０１に追従的にマウントするように構成され、その結果、
構成要素が、関連付けられたトランスデューサの動作中、少なくとも１つの並進軸に沿っ
て、しかし好適には直交する３つの並進軸に沿って、互いに対して動くことができる。別
法として、しかしより好適にはこの相対的な並進運動に加えて、デカップリング・システ
ムが、関連付けられたトランスデューサの動作中、少なくとも１つの回転軸を中心として
、しかし好適には直交する３つの回転軸を中心として、２つの構成要素を互いに対して枢
動させるのを可能にするように、２つの構成要素を追従的にマウントする。このようにし
て、デカップリング・マウンティング・システムが、振動板及び周囲Ｋ３０１と、内側キ
ャップＫ３０３及び外側キャップＫ３０２との間の振動の機械的伝達を少なくとも部分的
に軽減する。
【１７６９】
　図Ｋ３ｄ～ｆに示されるように、マウンティング・システムが、トランスデューサ基部
構造の両側から側方に延びる１対のデカップリング・ピンＫ１３３を備える。デカップリ
ング・ピンＫ１３３が、それらの長手方向軸をトランスデューサ組立体のノード軸の位置
に実質的に一致させるように、配置される。ノード軸は、振動板の揺動中に見られる反力
及び／又は共振力によりトランスデューサ基部構造が回転するときの中心となる軸であり
、本明細書のセクション４でさらに詳細に説明される。この実施例では、ノード軸が基部
構造要素Ｋ１０５のところ又はその近くに配置される。デカップリング・ピンＫ１３３が
、基部構造Ｋ１１８の上側主面と下側主面との間で側部からトランスデューサ組立体の長
手方向軸に対して実質的に垂直に延びており、基部構造Ｋ１１８に強固に接続され、及び
／又は、一体化される。ブシュＫ３０４が各ピンＫ１３３の周りにマウントされる。さら
に、いくつかのコンフィギュレーションでは、ワッシャがブシュとトランスデューサ基部
構造の関連付けられた側との間に接続され得る。ブシュ及びワッシャは本明細書では「ノ
ード軸マウント」と称される。ノード軸マウントが、例えば、セクション４．２．１のも
とで説明される方法又は接着剤を介する方法などの、任意適切な方法を介して、周囲Ｋ３
０１の対応する内側側面に接続されるように構成される。
【１７７０】
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　デカップリング・マウンティング・システムが、トランスデューサ基部構造Ｋ１１８の
対向する面上に配置される１つ又は複数のデカップリング・パッドＫ３０５及びＫ３０６
をさらに備える。パッドＫ３０５及びＫ３０６が、構成要素を分離するのを補助するため
に、関連付けられた基部構造面と周囲Ｋ３０１（内部キャップＫ３０３を含む）の対応す
る内部壁／内側面との間にインターフェースを提供する。デカップリング・パッドが、好
適には、ノード軸位置から遠位であるトランスデューサ基部構造の領域のところに配置さ
れる。例えば、デカップリング・パッドが、振動板の回転軸に接近してノード軸が配置さ
れるときにこの実施例では振動板組立体Ｋ１０１から遠位である基部構造Ｋ１１８の縁部
、側部又は端部のところに又はそれに隣接するように配置される。各パッドが好適には縦
長の形状である。好適な形態では、各パッドＫ３０５、Ｋ３０６が、本体の深さ方向に沿
う先細りの幅を有するピラミッド形状の本体を備える。好適には、ピラミッドの頂点がト
ランスデューサ基部構造Ｋ１１８の関連付けられた面に接続され、ピラミッドの反対側の
基部がトランスデューサの周囲の関連付けられた面にその場で接続されるように構成され
る。しかし、いくつかの実装形態ではこの向きは反転されてもよい。代替的実施例におい
て、デカップリング・マウンティング・システムが、トランスデューサ基部構造の面のう
ちの１つ又は複数の面の周りに分布する複数のパッドを備えることもできる、ことが理解
されよう。このようなマウントは本明細書では「遠位マウント」と称される。
【１７７１】
　ノード軸マウント及び遠位マウントが、それらの各々を取り付けているところの２つの
構成要素の間での相対運動に対して十分に追従的である。例えば、ノード軸マウント及び
遠位マウントは、それらを取り付けているところの２つの構成要素の間での相対運動を可
能にするのに十分にフレキシブルとなり得る。ノード軸マウント及び遠位マウントは、追
従性を得るための可撓性又は弾性の部材又は材料を備えることができる。これらのマウン
トは、好適には、それらを取り付けているところの少なくとも一方のしかし好適には両方
の構成要素を基準として（例えば、トランスデューサ基部構造及びオーディオ・デバイス
のハウジングを基準として）低いヤング率を有する。また、これらのマウントは好適には
十分な減衰性を有する。例えば、ノード軸マウントがシリコーン・ゴムなどの実質的にフ
レキシブルなプラスチック材料から作られてよく、バッドもシリコーン・ゴムなどの実質
的にフレキシブルな材料から作られてよい。好適にはパッドは、シリコーン・ゴムなどの
、又はより好適には例えば粘弾性ウレタン重合体などの、衝撃及び振動吸収材料から形成
される。別法として、ノード軸マウント及び／又は遠位マウントが、金属のデカップリン
グばねなどの可撓性及び／又は弾性の部材から形成されてもよい。トランスデューサを浮
遊状態にするために動きに対して十分な程度の追従性を有するような、実質的に高い追従
性を有する他の部材、要素、又は、磁気浮揚などの機構が代替のコンフィギュレーション
において使用されてもまたよい。
【１７７２】
　この実施例では、ノード軸マウントのところで、デカップリング・システムが、遠位マ
ウントのところのデカップリング・システムを基準としてより低い追従性を有する（すな
わち、より高いスティフネスを有するか、又は、関連付けられた部分の間により高いステ
ィフネスの連結部を形成する）。これは多様な材料を使用して達成され得、並びに／又は
、この実施例の場合では、これは遠位マウントを基準としてノード軸マウントのジオメト
リ（形状、形態及び／若しくはプロファイルなど）を変えることにより達成される。ジオ
メトリのこの差異は、遠位マウントを基準としてノード軸マウントが基部構造及び周囲と
のより大きい接触面積を有し、それによりこれらの部分の間の接続部の追従性を低下させ
ることを意味する。
【１７７３】
　トランスデューサが周囲の中に組み付けられるとき、狭くて実質的に一様である隙間／
スペースＫ３２２が、トランスデューサ基部構造Ｋ１１８と周囲Ｋ３０１／内側キャップ
Ｋ３０３との間に形成される。いくつかの実施例では、隙間は一様でなくてもよい。この
狭い隙間Ｋ３２２は基部構造Ｋ１１８の周長の少なくともかなりの部分（好適には、全周
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長）の周りを延びていてよい。トランスデューサ基部構造Ｋ１１８の外周部と周囲Ｋ３０
１／内側キャップＫ３０３との間の距離によって画定される各空気間隙の幅は、１．５ｍ
ｍ未満、又はより好適には１ｍｍ未満、又はさらにより好適には０．５ｍｍ未満である。
これらの値は例示であり、この範囲の外にある他の値も適し得る。
【１７７４】
　狭い隙間／スペースＫ３２１が、振動板組立体Ｋ１０１の一部分又は全周長と周囲Ｋ３
０１との間に存在する。
【１７７５】
　オーディオ・デバイスが、周囲Ｋ３０１又は内側キャップＫ３０３にやはり連結される
振動板可動域ストッパーＫ３２３をさらに備える。１つ又は複数のこのようなストッパー
が存在してよい。組立体Ｋ３０１の振動板構造の近位の領域において各面に沿って概して
一様に離間される、長手方向に延びる１つ又は複数のストッパーＫ３２３がその場で存在
し得る（この実例では３つ）。これらのストッパーＫ３２３が、デバイスが落下する又は
非常に大きいオーディオ信号が提供されるなどの、振動板を過度に可動域させる可能性が
あるような任意の異常事象時に振動板に接触するように位置決めされる傾斜表面を有する
。傾斜表面は、このポイントまで誤って振動板が回転させられる場合の振動板本体の角度
に適合するように、振動板本体の付近にその場で配置されるように構成される。ストッパ
ーＫ３２３が、振動板に損傷を与えるのを回避するための発泡ポリスチレンフォームなど
の実質的に柔らかい材料から作られる。この材料は、好適には、損傷を軽減するために、
例えば振動板本体の材料より相対的に柔らかい（例えば、振動板本体のポリスチレンより
相対的に低い密度の材料であってよい）。ストッパーＫ３２３が、振動板を効果的に減速
させるための、しかし、過剰な空気流れを阻止するような及び／又は共振する傾向のある
閉鎖された空気空洞を作るような大きさではない、大きい表面積を有する。
【１７７６】
空気漏れ流体通路
　各ヘッドホン・カップＫ２０４が、共振を減衰すること及び／又はバス・ブーストを抑
えることを補助するために、動作中に第１の空洞から別の空気までの限定的な気体流れ経
路を提供するように構成される任意の形態の流体通路をさらに備えることができる。例え
ば、図Ｋ３ｄ、Ｋ３ｅ及びＫ４ａを参照すると、このデバイスが、その場で使用者の耳に
隣接するように配置されるように構成される第１の前方空気空洞Ｋ４０６を、その場で使
用者の耳の遠位に配置されるように構成される第２の後方空気空洞Ｋ４０５に、又は、デ
バイスの外部の空気Ｋ４１４に、流体的に連結する少なくとも１つの流体通路を備える。
前方空気空洞Ｋ４０６が、グリル・メッシュＫ３１８／アウトプット・アパーチャＫ３２
５の両側に２つの空洞Ｋ４０６ａ及びＫ４０６ｂを備えることができる。この実施例では
、デバイスが、周囲Ｋ３０１のアウトプット・アパーチャＫ３２５に隣接するように及び
／又はアウトプット・アパーチャＫ３２５の方を向くように配置されるように構成される
振動板組立体の側にある前方空気空洞Ｋ４０６を、周囲Ｋ３０１のアウトプット・アパー
チャＫ３２５から離れる方を向く及び／又はアウトプット・アパーチャＫ３２５の遠位に
配置される振動板組立体の反対の側にある後方空洞Ｋ４０５に流体的に連結する流体通路
Ｋ３２０、Ｋ３２１及びＫ３２２を備える。周囲の外側キャップＫ３０２が、後方空洞Ｋ
４０５から外部の空気Ｋ４１４までの空気通路Ｋ３２４を作る２つの小さいホールを有す
る。これらの空気通路が、流体通路Ｋ３２０／Ｋ３２１／Ｋ３２２との組み合わせで、前
方空気空洞Ｋ４０６、後方空気空洞Ｋ４０５及び外部空気空洞Ｋ４１４を流体的に連結し
、その結果、それ以外の場合では前方空洞Ｋ４０６内で封止的に保持されるような空気が
後方空洞Ｋ４０６の中まで限定的に流れて、さらには後方空洞から外部の空気Ｋ４１４ま
で流れることができるようになり、それにより、使用時に内部の空気共鳴を減衰する及び
／又はバス・ブーストを抑える。限定的な気体流れ経路を提供するための通路Ｋ３２０及
びＫ３２４のために別個の流れ制限要素が使用されることは必須ではなく、通路は閉塞的
なバリアを用いずに実質的に開放されていてよく、それでも、縮小されたサイズ、直径及
び／又は幅を有することで限定的である。後でさらに詳細に説明されるように、少なくと
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も１つの流体通路Ｋ３２０／Ｋ３２１／Ｋ３２２は、前方空洞Ｋ４０６との連結部分のと
ころで縮小された直径若しくは幅を有することによるか、又は、流れ制限要素を他の形で
組み込むことによるかのいずれかで、或いはその両方により、空気流れを制限するように
構成される。
【１７７７】
　この実施例のいくつかの変形形態では、前方空洞を外部の空気に流体的に連結するため
の、代替の又は追加の流体通路が提供される（例えば、実施例Ｐの通路Ｐ１０５に類似す
る）。
【１７７８】
　少なくとも１つの流体通路Ｋ３２０／Ｋ３２１／Ｋ３２２／Ｋ３２４が、好適には、流
体流れ制限器を備える。流体流れ制限器が、例えば、縮小されたサイズ、幅若しくは直径
を有する隣接する空洞からの入口若しくは流入口、及び／又は、多孔性若しくは通気性の
材料などの、入口のところにあるか若しくは通路内にある流体流れ制限要素若しくはバリ
ア、の任意の組み合わせを備えることができる。例えば、流体通路は、縮小された直径又
は幅の入口を有する完全に開放された通路であってよい。別法として又は加えて、流体通
路が、入口のところ又は通路内に、そこを通過する気体にいくらかの抵抗を受けさせるた
めの、発泡体バリア又はメッシュ・ファブリック・バリアなどの流体流れ制限要素を備え
てもよい。流体通路が１つ又は複数の小さいアパーチャを備えることができる。
【１７７９】
　好適には、さらに、流体通路Ｋ３２０／Ｋ３２１／Ｋ３２２／Ｋ３２４が、集合的に、
動作中に外耳道内の音圧を有意に低下させるようにするために、十分な程度でガスがそこ
を通って流れるのを可能にする。音圧の有意な低下は、例えば、２０Ｈｚから８０Ｈｚの
周波数範囲にわたってのデバイスの動作中の音圧の、少なくとも１０％、又はより好適に
は少なくとも２５％、又は最も好適には少なくとも５０％の低下であってよい。この音の
減少は、流体通路を一切有さずしたがって動作中に生じる音圧の漏れが無視できる程度で
あるような同様のオーディオ・デバイスを基準としたものである。音圧の有意な低下は、
好適には、標準的な測定デバイス内にオーディオ・デバイスが装着されている時間の少な
くとも５０％で観測される。しかし、それ以外の音圧の低下も考えられ、本発明はこれら
の実例のみに限定されることを意図されない。
【１７８０】
　この実施例では、流体通路Ｋ３２０、Ｋ３２１及びＫ３２２が、前方空洞Ｋ４０６（さ
らには、後方空洞Ｋ４０５）との連結部分のところに縮小された幅を有する。通路の幅は
等しくても異なっていてもよい。各流体通路Ｋ３２０／Ｋ３２１／Ｋ３２２は実質的に開
放されているが、前方空洞を基準としてサイズが縮小されており、それにより、それ以外
の場合で空気空洞Ｋ４０６及び／又は空気空洞Ｋ４０５内で発生する可能性があるいかな
る望ましくない共振も低減する。
【１７８１】
　各流体通路は、振動板組立体及び／若しくはオーディオ・トランスデューサ組立体の周
辺部の近くなど、又はさらには、振動板組立体及び／若しくはオーディオ・トランスデュ
ーサ組立体及び／若しくはイヤ・パッドＫ３０９内のアパーチャを通るといったように、
デバイス内の任意の場所を延びていてよい。この実施例では、通路Ｋ３２１が振動板組立
体の周辺部の周りを延びており、また具体的には、振動板構造の側面及び終端面／終端縁
部の周りを延びている。
【１７８２】
　この実施例では、流体通路の空気の漏れにより行われる減衰により、空気共鳴の制御が
改善される。また、共振制御、さらには、バス・レベルの抑制が、多様な聴取者／使用者
に対してさらには多様なデバイスの配置に対しても比較的一定なものとなり得、これは、
具体的には、イヤ・パッドＫ３０９と使用者の頭部との間で起こり得る流体の漏れと比較
して、デバイス内で実現される流体通路の漏れが有意である場合である。
【１７８３】
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　Ｋ４０５又はＫ４０６などの空洞内の固有の空気共鳴を減衰するために、空気漏れ流体
通路が、好適には、それ以外の場合において空洞を別の空気空洞又は周囲の空気Ｋ４１４
に効果的に連結することができるような通路を通る高い空気流量を回避することなどを目
的として、空気流れに対しての十分な抵抗を提供しなければならない。その理由は、この
ような状況が望ましくない新たな有意な共振モードを作り出す可能性が高いからである。
多量の空気流れが発生する場合、好適には、流れ経路が、関連する共振を迅速に減衰させ
るための、発泡体プラグなどの抵抗体を含むことになってしまう。このような新たな共振
モードの例は、空気流体通路内での空気の動きを伴うＨｅｌｍｈｏｌｔｚタイプの共振で
ある可能性があり、このシナリオでは、これが、連結された空洞内に含まれる空気によっ
て提供される復元力に逆らって通路内での質量の往復動を構成し、これが追従性として働
く。
【１７８４】
　さらに、Ｋ４０５又はＫ４０６などの空洞内の固有の望ましくない空気共鳴を減衰する
ために、空気漏れ流体通路が、対象のモードに関連して、好適には、流体通路入口のとこ
ろで空気圧の有意な低下を引き起こすような十分な空気流体流れを可能にする。一般に、
これを行うために、通路が、好適には、対象のモードに関連付けられる圧力ノードのとこ
ろに配置されず、そうしない場合、このモードが流体通路を通して空気を移動させること
がなく、共振が影響を受けない。好適には、低減を最大にするために、空気通路が、望ま
しくない空気共鳴モードの圧力アンチノードのところに又はそれに接近するところに配置
される。
【１７８５】
　空気空洞Ｋ４０６内の広範囲のスペクトルの望ましくない空気共鳴モードを低減するた
めに、好適には、Ｋ３２０、Ｋ３２１及びＫ３２２などの空気漏れ流体通路が空気空洞Ｋ
４０６の容積に跨って広く分布する。これにより、Ｋ４０６などの空洞内での所与の望ま
しくない空気共鳴に対して、圧力ノードから離れて、また好適には圧力アンチノードに接
近して、空気漏れ流体通路が配置されることになる可能性が上がる。例えば、空気漏れ流
体通路Ｋ３２０、Ｋ３２１及びＫ３２２が、集合的に、周囲構成要素Ｋ３０１に跨る最大
寸法に近い距離にわたって延びる（分布する）。好適には、空気漏れ流体通路Ｋ３２０、
Ｋ３２１及びＫ３２２が、集合的に、振動板本体の主面Ｋ１３２に跨る最小距離よりも大
きい距離に沿って延び、又はより好適には、振動板本体の主面Ｋ１３２に跨る最小距離よ
り５０％大きい距離に沿って延び、又は最も好適には、振動板の主面Ｋ１３２に跨る最小
距離より２倍大きい距離に沿って延びる。これが、より明瞭な内部空気共鳴をより徹底的
に減衰するのを達成するのを補助する。
【１７８６】
　代替的実施例では、通気性又は多孔性のファブリックを介する、空洞Ｋ４０６から外側
の空気Ｋ４１４までの空気流体通路が提供される。しかし、本発明のコンフィギュレーシ
ョンの利点は、耳に隣接する空洞Ｋ４０６内の共振を減衰する流体通路が、外側の空気Ｋ
４１４ではなく、後方空洞Ｋ４０５に通じていることであり、これは、周囲騒音が外側の
空気Ｋ４１４から空洞Ｋ４０６ａ内の耳まで移動するためには後方空洞Ｋ４０５を通過し
なければならないことを理由として、パッシブ騒音減衰が改善されることを意味する。
【１７８７】
　空気漏れ流体通路Ｋ３２０、Ｋ３２１、Ｋ３２２及びＫ３２４は、実質的に、後方空気
空洞Ｋ４０５の容積の全体にわたって分布する。これにより、前方空洞Ｋ４０６の場合と
同様の形で、空洞Ｋ４０５内での所与の望ましくない空気共鳴に対して、圧力ノードから
離れた、また好適には圧力アンチノードに接近した、空気漏れ流体通路が存在することに
なる可能性が上がる。
【１７８８】
５．２．３　実施例Ｗ
　図Ｗ１～Ｗ３を参照すると、ヘッドホン装置Ｗ１０１の形態の本発明の個人用オーディ
オ・デバイスの別の実施例（本明細書では、実施例Ｗと称される）が、ヘッドバンドＷ１
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０４によって連結される、左側のヘッドホン・インターフェース・デバイス（以下では、
ヘッドホン・カップとも称される）Ｗ１０２及び右側のヘッドホン・インターフェース・
デバイス（以下では、ヘッドホン・カップとも称される）Ｗ１０３を備えるものとして示
されている。
【１７８９】
オーディオ・トランスデューサ
　この実施例に組み込まれるオーディオ・トランスデューサは、実施例Ｋのデバイスの場
合のセクション５．２．２で説明されるオーディオ・トランスデューサＫ１００に類似す
る。上のセクションでの、振動板組立体、ヒンジ組立体、デカップリング・マウンティン
グ・システム、並びに、トランスデューサ基部構造及び励起／変換機構に関連する説明は
、このセクション及び実施例にも適用されることから、簡潔さのために繰り返されない。
【１７９０】
ハウジング
　オーディオ・トランスデューサが周囲Ｗ２０１内に収容されて示されている。周囲Ｗ２
０１が外側キャップＷ２０２によって実質的に囲まれる。これらの２つの部分がトランス
デューサＫ１００のためのハウジングを形成する。周囲及び外側キャップが、例えば、ス
ナップ嵌合係合、接着剤、又は、固定具Ｗ２１６を介するなどの、任意適切な方法を介し
て、互いに固定的に及び強固に接続され得る。周囲がトランスデューサＫ１００を中で保
持するための空洞Ｗ２２５を備え、空洞の両側のところで開いている。一方側で、開口部
がアウトプット・アパーチャＷ２２４を形成し、動作中、音がこのアウトプット・アパー
チャＷ２２４を通ってトランスデューサ組立体から伝播する。アウトプット・アパーチャ
Ｗ２２４が、デバイスの使用時に使用者の耳Ｗ３１０のところに又はそれに隣接するとこ
ろに配置されるように構成される。周囲の空洞が、好適には、トランスデューサＫ１００
の外周部の形状に対して実質的に又は概して相補的である内側壁を備える。柔らかいイヤ
・パッドＷ２１０が、外側キャップ２０２の反対側で周囲Ｗ２０１の周辺部の周りを、及
び、アウトプット・アパーチャＷ２２４の周りを、延びている。柔らかいイヤ・パッドが
、使用者にとって快適である発泡材料などの当技術分野でよく知られる任意適切な材料か
ら形成され得る。パッドＷ２１０が、耳Ｗ３０８及び外側の空気Ｗ３１４の方を向く非通
気性のファブリック層Ｗ２１１と、空洞Ｗ３０６の方を向く通気ファブリック層Ｗ２１２
とで裏打ちされていてよい。また、オープン・メッシュ・ファブリックがアウトプット・
アパーチャＷ２２４の上を延びていてよい。
【１７９１】
　この実施例では、オーディオ・デバイスが、耳の外側部分に、及び／又は、耳Ｗ３１０
を越えるところにある頭部Ｗ３０８の１つ若しくは複数の部分に、圧力を加えるように構
成される。加えて、オーディオ・デバイスが、耳Ｗ３１０を越えるところにある、及び／
又は、耳Ｗ３１０の周りにある、頭部Ｗ３０８の１つ又は複数の部分に圧力を加えるよう
に構成される。柔らかいイヤ・パッドＷ２１０が、好適には、使用者の耳の周りに実質的
なシールを形成し、それにより、その場でデバイスの外部の空気Ｗ３１４からデバイスの
内部の空気を実質的に封止する。イヤ・パッドＷ２１０が、使用時に使用者の耳Ｗ３１０
のところに又はそれに隣接するところに配置される、デバイスの内部の前方空洞Ｗ３０６
内の空気と、デバイスの外部の空気Ｗ３１４（周囲の外気）との間に十分なシールを提供
するように構成される。パッドＷ２１０が、使用者の耳の上及びその周りでタイトに留ま
ってこの位置を封止するように成形される本体を備えることができる。示される好適な実
装形態では、デバイスは、その場で耳を完全に囲んで閉じ込めるように構成されるサーカ
ムオーラル・ヘッドホンである。
【１７９２】
　この好適な実施例では、その場で、イヤ・パッドＷ２１０が、デバイスの耳側の前方空
洞Ｗ３０６とデバイスの外部の空気Ｗ３１４との間を十分に又は実質的に封止するように
構成される。実施例Ｋに関連して上で言及したように、実質的なシールとは、例えば、動
作中の少なくとも低いバス周波数での音圧を増強する（すなわち、バス・ブーストを提供
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する）ように構成されるシールである。
【１７９３】
　周囲Ｗ２１０が、好適には、ヘッドバンドＷ１０４のそれぞれの端部に枢動可能に接続
される。例えば、各ヘッドホン・カップＷ１０２及びＷ１０３の周囲Ｗ２０１が、枢動ア
ームＷ１０７を介してヘッドバンドＷ１０４のそれぞれの端部に接続され得る。これによ
り、ヘッドバンド位置が快適となるように使用者によって調整されることが可能となる。
任意適切なヒンジ式機構が使用され得る。別法として、ヘッドバンドがヘッドバンドに固
定的に接続されてもよい。快適さのために、柔らかい内側パッドＷ１０８がヘッドバンド
Ｗ１０４の内部面上に設けられてよい。
【１７９４】
　組み立てられた状態において、各ヘッドホン・カップが、使用時に使用者の耳Ｗ３１０
に隣接するように配置されるように構成される振動板組立体の側に、アウトプット・アパ
ーチャＷ２２４のところに又はそれに隣接するように配置される第１の前方空気空洞Ｗ３
０６を備える。ヘッドホン・カップが、アウトプット・アパーチャＷ２２４の反対側にあ
り、また使用時に使用者の耳の反対側にある、振動板組立体の側に配置されるように構成
される第２の後方空洞Ｗ３０５をさらに備える。外側キャップＷ２０２が、オーディオ・
トランスデューサＫ１００及び後方空洞Ｗ３０５に隣接するように配置されるように構成
される開口部Ｗ２０８又はグリルＷ２２６を備える。好適には、デバイスが、使用時に前
方空洞から使用者の耳Ｗ３１０に向かって音圧が通過するのを可能にするための、並びに
、さらには、デバイスの内部をダスト及び他の異物から保護するための、前方空洞Ｗ３０
６に隣接するアウトプット・アパーチャＷ２２４を覆う通気性のファブリック・カバーＷ
２０７をさらに備える。好適には、デバイスが、使用時に後方空洞から外部の空気Ｗ３１
４に向かって音圧が通過するのを可能にするための、並びに、さらには、デバイスの内部
をダスト及び他の異物から保護するための、後方空洞Ｗ３０５に隣接する後方開口部／グ
リルＷ２２６を覆う通気性のファブリック・カバーＷ２０８をさらに備える。通気コット
ン・ベロア又はポリエステル・メッシュが両方のファブリック・カバーＷ２０８及びＷ２
０７に適する材料の例であるが、当技術分野で知られるような他の材料も適し得ることが
理解されよう。Ｗ２０８及びＷ２０７のいずれの場合も、カバーが好適には高い通気性を
有し、空気流れに対して非常にわずかな抵抗のみを提供する。空洞Ｗ３０５は、好適には
、周囲の外側の空気Ｗ３１４に対して上記空洞が実質的に開いている場合に高周波数にお
いて内部共振を発生させるのに十分な小ささ及びコンパクトさを有するように設計され、
その結果、カバーＷ２０８を抵抗性にすることにより得られる、共振管理に関する利点が
最小となる。空洞Ｗ３０６ｂが空洞Ｗ３０６ａに効果的に組み合わされる。したがって、
これらの開口部Ｗ２２４及びＷ２２６が実質的に限定的な流体通路を形成することはない
。
【１７９５】
　周囲Ｗ２０１が放射状に離間される複数のグリル・アームＷ２０１ａを有し、これらの
グリル・アームＷ２０１ａが周囲の中においてそれらの間に開口部を形成する。外側キャ
ップＷ２０２が対応するセットの放射状に離間されるグリル・アームＷ２０２ａを有し、
周囲の開口部に対応するような開口部を各グリル・アームの両側に有する。キャップの組
み立てられた状態において、グリル・アームＷ２０１ａ及びＷ２０２ａ並びに開口部が、
ハウジングの周りに分布する複数の開口部を有するグリルを形成するように位置合わせさ
れる。具体的には、これらの開口部は、オーディオ・トランスデューサの空洞Ｗ２２５の
周辺部の周りに分布する。これらの開口部の面積及び／又は体積は、キャップのサイズを
基準として、及び／又は、その場で耳に直接に隣接するように含まれる空気Ｗ３０６ａを
基準として、実質的に大きい。その理由を次のセクションで説明する。
【１７９６】
　メッシュ・ファブリックＷ２０９が外側キャップＷ２０２と周囲Ｗ２０１との間に挟ま
れ、トランスデューサＫ１００の周りに分布する開口部を覆う。この実施例では、メッシ
ュＷ２０９がステンレス鋼のクロス・ウィーブのファブリックである。メッシュＷ２０９
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が実質的に限定的であり、前方空洞Ｗ３０６からデバイスの外部の空気Ｗ３１４までの限
定的な気体流れ経路を形成するように実質的に低い通気性を有する。グリル及びメッシュ
内のアパーチャの材料特性及びジオメトリを調整することにより、例えばバス・レスポン
スを最適化するために及び空気共鳴を減衰するために、といったように、オーディオ性能
を最適化するために、空気流れの制限が変更され得る。他のタイプの流体通路の制限が置
き換えられ得、例えば、通気コットン・ベロア、紙、ポリエステル・メッシュ、又は、ポ
リカーボネートの中実の有孔シートが使用され得るが、当技術分野で知られる他の通気性
の材料が利用されてもよいことが理解されよう。次のセクションでさらに詳細に説明され
るように、好適には、メッシュのこの面積が、その場で耳に隣接するように含まれる空気
Ｗ３０６ａを基準として、比較的大きい。前方空洞Ｗ３０６ｂを外部の空気Ｗ３１４から
分割する限定的なメッシュＷ２０９の面積は例えば約１０～２０ｃｍ２であってよいが、
実装形態に応じて他のサイズも考えられる。メッシュＷ２０９の面積がシステムの特性に
寄与する。
【１７９７】
　外側キャップＷ２０２に対して反対の周囲Ｗ２０１の側に配置される薄い層の当て物Ｗ
２１３が、その場で耳Ｗ３１０に直接に隣接するように及び／又は接触するように配置さ
れるように構成される。パッドＷ２１３が、コットン・ファブリックによって覆われる連
続気泡ポリウレタン・フォームなどの、任意適切な通気性材料から形成され得る。これに
より、プラスチックの周囲Ｗ２０１の部分が耳に触れるのを防止してそれにより使用者の
快適さを向上させるのを、補助する。やはり、代替的実施例において、当技術分野で知ら
れるような当て物のための他の形態及び材料も適し得、利用され得る、ことが理解されよ
う。
【１７９８】
空気漏れ流体通路
　実施例Ｋのところで言及したように、各ヘッドホン・カップが、共振を減衰すること及
び／又はバス・ブーストを抑えることを補助するために、動作中に第１の空洞Ｗ３０６か
ら別の空気までの限定的な気体流れ経路を提供するように構成される１つ又は複数の流体
通路をさらに備えることができる。例えば、図Ｗ２ｇ及びＷ３ａを参照すると、このデバ
イスが、その場で使用者の耳Ｗ３１０に隣接するように配置されるように構成される第１
の前方空気空洞Ｗ３０６を、その場で使用者の耳の遠位に配置されるように構成される第
２の後方空気空洞Ｗ３０５に、又は、デバイスの外部の空気に、流体的に連結する少なく
とも２つの流体通路Ｗ２２１及びＷ２０９を備える。この実施例では、デバイスが、周囲
Ｗ２０１のアウトプット・アパーチャＷ２２４に隣接するように及び／又はアウトプット
・アパーチャＷ２２４の方を向くように配置されるように構成される振動板組立体の側に
ある前方空気空洞Ｗ３０６を、周囲Ｗ２０１のアウトプット・アパーチャＷ２２４から離
れる方を向く及び／又はアウトプット・アパーチャＷ２２４の遠位に配置される振動板組
立体の反対の側にある後方空洞Ｗ３０５に流体的に連結する流体通路Ｗ２２１を、振動板
組立体の周辺部の周りに備える。流体通路Ｗ２２１が前方空気空洞Ｗ３０６ｂ及び後方空
気空洞Ｗ３０５を流体的に連結し、その結果、それ以外では前方空洞Ｗ３０６内に封止可
能に含まれるような空気が外部まで限定的に流れることができるようになり、それにより
、使用時の、内部共振を減衰し、及び／又は、バス・ブーストを抑える。
【１７９９】
　限定的な気体流れ経路を提供するための通路のために別個の流れ制限要素が使用される
ことは必須ではなく、通路は閉塞的なバリアを用いずに実質的に開放されていてよく、そ
れでも、縮小されたサイズ、直径及び／又は幅を有することにより限定的である。
【１８００】
　流体流れ制限器が、例えば、縮小されたサイズ、幅若しくは直径を有する隣接する空洞
からの入口若しくは流入口、及び／又は、多孔性若しくは通気性の材料などの、入口のと
ころにあるか若しくは通路内にある流体流れ制限要素若しくはバリア、の任意の組み合わ
せを備えることができる。例えば、流体通路は、縮小された直径又は幅の入口を有する完
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全に開放された通路であってよい。別法として又は加えて、流体通路が、入口のところ又
は通路内に、そこを通過する気体にいくらかの抵抗を受けさせるための、発泡体バリア又
はメッシュ・ファブリック・バリアなどの流体流れ制限要素を備えることができ、これは
例えば、グリル流体通路Ｗ２０９内に配置されるメッシュＷ２０９などである。流体通路
が１つ又は複数の小さいアパーチャを備えることができる。この実施例では、流体通路Ｗ
２２１が、前方空洞Ｗ３０６ｂ（さらには、後方空洞Ｗ３０５）との連結部分のところに
縮小された幅を有する。通路の幅は等しくても異なっていてもよい。流体通路Ｗ２２１は
実質的に開放されているが、前方空洞Ｗ３０６を基準としてサイズが縮小されており、し
たがって、それ以外の場合においてこの空気空洞内で発生する可能性があるいかなる望ま
しくない共振も低減するように機能する。
【１８０１】
　加えて、デバイスのメッシュＷ２０９によって覆われる、グリル・アームＷ２０１ａ及
びＷ２０２ａの両側にある流体通路が、前方空気空洞Ｗ３０６ａ／Ｗ３０６ｂを、例えば
外部環境といったように、デバイスＷ３１４の外部の空気に流体的に連結することができ
る。この流体通路は、境界部分Ｗ３０９のところでイヤ・パッド・カバーＷ２１１と装着
者の頭部Ｗ３０８との間に実際に存在する可能性があるいかなる漏れ通路からも隔てられ
ている。この実施例では、グリル又は開口部が前方空洞Ｗ３０６ａに対してハウジングの
反対側の端部のところに設けられ（後方空洞Ｗ３０５の近く）、それにより、前方空洞Ｗ
３０６ａからデバイスの外部の空気Ｗ３１４まで空気が通過するのを可能にする。流体通
路が、流れ制限要素Ｗ２０９を組み込むことにより空気流れを制限するように構成される
。この実施例では、流体通路が、前方空洞Ｗ３０６から外部の空気までの非常に限定的な
流れ経路を提供する。加えて、この気体経路の断面積が、特には、振動板のサイズ及び／
又は空洞Ｗ３０６ａのところで耳に直接に隣接するように含まれる空気のサイズを基準と
して、極めて大きい。この構成により、音圧をある程度下げること及び望ましくない共振
を減衰することを可能にすることを目的として空気の漏れを可能にしながらなお、デバイ
スのバス・レスポンスを有意に改善するのを可能にする。実施例Ｋのところで説明される
ように、限定的な気体流れ通路のこの面積及び分布により、Ｗ３０６などの空洞内での所
与の望ましくない空気共鳴に対して、圧力ノードから離れるように、また好適には圧力ア
ンチノードに接近するように、配置される空気漏れ流体通路が存在することになる可能性
が上がる。好適には、空気空洞Ｗ３０６内の広範囲のスペクトルの望ましくない空気共鳴
モードを低減するために、空気漏れ流れ通路が空気空洞３０６の容積に跨って広く分布す
ることが好ましい。やはり、流体通路Ｗ２２１及びＷ２０９が、集合的に、周囲構成要素
Ｗ２０１に跨る最大寸法に近い距離にわたって延びる（分布する）。これが、より明瞭な
内部空気共鳴をより徹底的に減衰するのを達成するのを補助する。
【１８０２】
　好適には、空気漏れ流体通路Ｗ２２１及びＷ２０９が振動板本体の周りに分布し、有意
な距離に沿って延びる。例えば、空気漏れ流体通路Ｗ２２１及びＷ２０９が、振動板本体
の主面Ｋ１３２に跨る最小距離より大きい距離にわたって分布し、又はより好適には、振
動板本体の主面Ｋ１３２に跨る最小距離より５０％大きい距離に沿って分布し、又は最も
好適には、振動板の主面Ｋ１３２に跨る最小距離より２倍大きい距離に沿って分布する。
空洞Ｗ３０６の容積にわたって流体通路がこのように広範囲に分布することにより、空洞
Ｗ３０６のより明瞭な内部空気共鳴をより徹底的に減衰するのを達成することが補助され
る。
【１８０３】
　いくつかの実施例では、それ以外の場合では封止されるような空洞Ｗ３０６から空気が
漏れるのを可能にするために、流体通路Ｗ２２１又はグリル流体通路Ｗ２０９のうちのい
ずれか１つが組み込まれ得ることが理解されよう。
【１８０４】
　好適には、流体通路Ｗ２０８、Ｗ２０９、Ｗ２２１が、やはり、集合的に、動作中に外
耳道の空洞内での音圧を有意に低減するのに十分な程度でそこを通って気体が流れるのを
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可能にする。音圧の有意な低下は、例えば、２０Ｈｚから８０Ｈｚの周波数範囲にわたっ
てのデバイスの動作中の音圧の、少なくとも１０％、又はより好適には少なくとも２５％
、又は最も好適には少なくとも５０％の低下であってよい。この音の減少は、流体通路を
一切有さずしたがって動作中に生じる音圧の漏れが無視できる程度であるような同様のオ
ーディオ・デバイスを基準としたものである。音圧の有意な低下は、好適には、標準的な
測定デバイス内にオーディオ・デバイスが装着されている時間の少なくとも５０％で観測
される。しかし、それ以外の音圧の低下も考えられ、本発明はこれらの実例に限定される
ことを意図されない。
【１８０５】
　この実施例は、実質的に支持されない振動板周辺部及び他のトランスデューサの特徴を
使用することを介して、トランスデューサの、特には振動板及び振動板サスペンションの
、望ましくない機械的共振に対処する。振動板可動域及び基本の振動板共振周波数も改善
され得る。連結されない振動板周辺部の設計によって実現される大きい振動板可動域及び
低い基本の振動板共振周波数は、十分なバス・レスポンスを維持しながら適切な程度の空
気の漏れが実現され得ることを意味する。抵抗性の空気漏れ流体通路Ｗ２２１及びＷ２０
９が、減衰を介して、前方空洞Ｗ３０６、後方空洞Ｗ３０５、並びに、デバイス及び／若
しくは使用者の頭部の中に含まれる任意の他の空洞又はデバイス及び／若しくは使用者の
頭部による任意の他の空洞、の内部の空気共鳴に対処する。また、共振制御、さらには、
バス・レベルの抑制が、多様な聴取者／使用者に対してさらには多様なデバイスの配置に
対しても比較的一定なものとなり得る。さらに、連結されない振動板周辺部の設計が、振
動板周辺部及び関連の共振が存在しないことにより正確なオーディオ再生応答を促進する
のを補助する。最終的に、バッフル／ヘッドホン・カップ及びヘッドホンのヘッドバンド
の機械的共振が、デカップリング・マウンティング・システムによって対処される。
【１８０６】
５．２．４　実施例Ｘ
　図Ｘ１及びＸ２を参照すると、イヤホン装置Ｘ１００のインターフェース・デバイスの
形態の本発明の個人用オーディオ・デバイスの別の実施例が、イヤホン・ハウジングＸ１
０１～Ｘ１０３内に収容されるオーディオ・トランスデューサ組立体Ｋ１００を備えるも
のとして示されている。イヤホン装置が、使用者のそれぞれの耳のための１対のこのよう
なインターフェース・デバイスを備えることができる。オーディオ・トランスデューサＫ
１００は、セクション５．２．２の実施例Ｋに関連して説明されるものと同じであるか又
は同様の回転動作トランスデューサであるが、例えばより小さくてもよい。簡潔さのため
にさらに詳細には説明しない。上のセクションでの、振動板組立体、ヒンジ組立体及び励
起機構に関連する説明は、このセクション及び実施例にも適用される。デカップリング・
マウンティング・システム及びトランスデューサ基部構造に関連する説明は、Ｘ１００の
コンフィギュレーションに対しての代替のコンフィギュレーションに適用され得る。しか
し、この実施例では、トランスデューサ基部構造がイヤホンのハウジング／本体Ｘ１０１
に強固に接続される。したがって、このコンフィギュレーションでは、イヤホンの本体Ｘ
１０１がトランスデューサ基部構造の一部を形成する。
【１８０７】
　この実施例は回転動作トランスデューサに基づくイヤホンである。外耳道の入口に挿入
されて外耳道の入口を封止する、例えばシリコン又はゴム又は柔らかい発泡体の、可撓性
を有するプラグＸ１０４が存在する。空気が２つの経路を介して外耳道と外側の空気との
間を動くことができ、最初に振動板周辺部空気間隙Ｘ１０９を通り、次に専用の（例えば
、２ｍｍの直径）通気孔Ｘ１１４ｂを通る。ドライバの後方に大きいグリルが存在し、し
たがって、実質的に、後方チャンバが存在しなくなるか又は非常に小さくなり、振動板を
通過する空気の漏れが外部に到達することになる。通気孔が、管内の空気流れに対して抵
抗を提供する小さい連続気泡発泡体のスラグＸ１０７で構成されるダンパを含む。管及び
管内の発泡体が存在することが、空気空洞システムの音響共振モードを減衰するように機
能する。さらに好適には、バス性能を向上させるために、追従性を有するインターフェー
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スが、デバイスの外耳道側の空気とデバイスの外部側の空気との間にシールを作る。これ
らの特徴は後でさらに詳細に説明される。
【１８０８】
　オーディオ・デバイスＸ１００が、オーディオ・トランスデューサを中で保持するため
に、オーディオ・トランスデューサＫ１００のプロファイルに対してそのプロファイルが
実質的に相補的である空洞Ｘ１１２を有する周囲Ｘ１０２を備える。周囲Ｘ１０２が振動
板組立体の主面の両側で開いている。ハウジングの中間カバー部分Ｘ１０１が、空洞及び
オーディオ・トランスデューサをその中で実質的に囲むために周囲の上に接続されるよう
に構成される。オーディオ・トランスデューサが、例えばセクション５．２．２で説明さ
れるものと同様のデカップリング・マウンティング・システムを介して、周囲カバーＸ１
０１に接続され得る。この実施例では、オーディオ・トランスデューサＫ１００が周囲カ
バーＸ１０１及び周囲Ｘ１０２の両方に強固に接続される。
【１８０９】
　周囲カバーがトランスデューサ基部構造の一部を形成する。カバー部分Ｘ１０１が、ト
ランスデューサによって生じる音圧をデバイスの出力通気孔に向かって通過させるのを可
能にするための開口部又はグリルＸ１１５を備える。デバイスが、開口部又はグリルの周
りで又はそれに隣接するところでカバー部分Ｘ１０１の上に連結されるように構成される
第３のハウジング部分Ｘ１０３をさらに備える。ハウジング部分Ｘ１０３は実質的に中空
であり、終端部出力通気孔又は開口部Ｘ１１３に繋がる実質的に細長いスロート空洞Ｘ１
１０を備える。多孔性及び／又は通気性の挿入物Ｘ１０６の形態の音吸収材が、動作中に
この領域内で発生する共振を減衰するために出力通気孔Ｘ１１３に隣接するところでスロ
ート内に配置され得る。挿入物が例えば連続気泡発泡材料から作られ得る。使用者の甲介
Ｘ２０３ｂ内に配置されるように又は外耳道Ｘ２０１の入口に接触するように配置される
ように又は外耳道Ｘ２０１の内部に配置されるように構成されるイヤ・プラグＸ１０４の
形態のインターフェースが、ハウジング部分Ｘ１０３の出力通気孔Ｘ１１３に接続される
。イヤ・プラグＸ１０４が、例えば位置Ｘ２０４のところで、図Ｘ２に示されるように使
用時に使用者の外耳道内に封止的にフィットすることができるように、実質的に高い可撓
性を有する本体を備えることができる。また、プラグＸ１０４は、好適には、使用者に快
適さを提供するために非常に柔らかい。例えば、本体は、シリコーンなどの、柔らかくて
高い可撓性を有するプラスチック材料から形成され得る。
【１８１０】
　組み立てられた状態において、デバイスＸ１００が、出力通気孔Ｘ１１３の方を向く振
動板組立体Ｋ１０１の側にある第１の前方空気空洞Ｘ１１０と、出力通気孔から離れる方
を向く振動板組立体の反対側にある第２の後方空洞Ｘ１１１とを備える。周囲Ｘ１０２内
で後方空洞Ｘ１１１に隣接する開口部Ｘ１１７が第１の流体通路を形成し、デバイスの動
作中、空気がこの第１の流体通路を通って漏れることができる。開口部Ｘ１１７が、空気
を含めた気体のそこを通っての流れ／漏れを制限するために、多孔性又は通気性のカバー
Ｘ１０５によって覆われてよいか、又はそのようなカバーＸ１０５を備えることができる
が、この実施例では、カバーＸ１０５が主としてダスト・カバーとして機能するように高
い通気性を有し、音響抵抗をほとんど実現しない。カバーＸ１０５は、例えば、高い通気
性を有するメッシュ又は発泡材料から形成され得る。ハウジング部分Ｘ１０３が、出力開
口部Ｘ１１３に隣接して延びている第２の流体通路Ｘ１１４をさらに備える。プラグＸ１
０４が第２の流体通路Ｘ１１４の上に接続され得る。第２の流体通路が、開口部Ｘ１１４
ａのところにある外耳道空洞Ｘ２０１を、開口部Ｘ１１４ｂのところにある外部の空気Ｘ
２０７（外部環境など）に連結する２つの開口部Ｘ１１４ａ及びＸ１１４ｂを有する。第
２の流体通路が、空気の漏れのための第２の経路を提供するために、第１の空気空洞Ｘ１
１０を外部環境などの外部の空気Ｘ２０７に流体的に連結するのに寄与する。多孔性及び
／又は通気性の挿入物Ｘ１０７が、そこを通る流れ／漏れを制限するためにこの流体通路
内に配置され得る。挿入物Ｘ１０７が例えば連続気泡発泡材料から形成され得る。この挿
入物Ｘ１０７は、好適には、内部共振を減衰するために十分に及び有意に限定的なガス流
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れ経路を形成するように、比較的低い多孔性／通気性を有する。
【１８１１】
　セクション５．２．２で言及したように、オーディオ・トランスデューサが、構造の周
辺部のかなりの部分の周りで周囲の内部に実質的に物理的に連結しない振動板構造を備え
る。この領域内では、振動板組立体Ｋ１０１と周囲Ｘ１０２との間に隙間Ｘ１０９が存在
する。隙間がデバイスの前方空洞Ｘ１１０と後方空洞Ｘ１１１との間に流体通路を形成し
、前方空洞Ｘ１１０から後方空洞Ｘ１１１まで空気が漏れるのを可能にする。
【１８１２】
　上述したように、ハウジング又はバッフル又はエンクロージャなどと実質的に物理的に
連結しないような振動板周辺部の少なくともある程度の部分を有することにより、振動板
の可動域と、基本の振動板共振周波数と、振動板及びサスペンションの共振を含めた、ト
ランスデューサの共振と、の間での３項目でのトレードオフ（ｔｈｒｅｅ－ｗａｙ　ｔｒ
ａｄｅ－ｏｆｆ）が改善される。
【１８１３】
　空気漏れ流体通路Ｘ１１４及びＸ１０９が存在することにより、外耳道の音響共振挙動
をより自然なものとすることができ、イヤホンによって外耳道を封止しない場合の開口管
タイプの共振特性に近づけることができる。これは、外耳道／トランスデューサの音響系
の空気共鳴を減衰するように機能する通路Ｘ１１４及びＸ１０９によるものであってよく
、並びに／又は、この音響系によって示される１つ若しくは複数の共振周波数の変化を介
するものであってよい。外耳道／トランスデューサの音響系の共振挙動の変化は、デバイ
ス及びシステムの周波数応答を不利に及び著しく変化させる可能性があり、さらには、例
えばウォーターフォール・プロットで測定されるような望ましくない共振特性を不利に及
び著しく変化させる可能性がある。流体通路Ｘ１１４及びＸ１０９が、「閉塞効果（ｏｃ
ｃｌｕｓｉｏｎ　ｅｆｆｅｃｔ）」を抑制することも補助することができる。
【１８１４】
　多くのイヤホン設計は、外耳道を塞いで封止し、それにより特にはバス周波数において
ボリュームを上げるが、この封止は外耳道の音響特性も変化させ、それにより効果的に、
脳がその耳に対応しなくなるようになり、主観的なオーディオ品質に悪影響を及ぼす。さ
らに、この設計は、不快となり得、また、多様な耳の形状に対応して環境音を遮断するこ
とが困難である可能性があり、また、外耳道内に新しい共振を発生させる可能性があり、
また、耳ごとにさらにはフィッティングごとに変化するような、ある大きさの外耳道の内
部の空気に振動板を接続するように作用し得る。
【１８１５】
　図Ｈ４ｂに示される実施例の自由な振動板縁部は外耳道を部分的にのみ塞ぎ、代わりに
、十分な振動板可動域及び十分に低い基本の振動板共振周波数を提供することによりバス
・レスポンスを改善し、これが自由縁部を有する振動板（ｆｒｅｅ－ｅｄｇｅ　ｄｉａｐ
ｈｒａｇｍ）によって促進される。これが、低周波数のドライバ特性と組み合わされて、
広範囲の帯域幅のハイファイ・オーディオ再生を可能にする快適な非封止装着のオーディ
オ・デバイスを提供する。
【１８１６】
　実施例Ｋのところで言及したように、実施例Ｘの振動板組立体が、コンフィギュレーシ
ョンＲ１からＲ４の振動板構造に対してセクション２．２のもとで説明された有意な厚さ
及び剛性を有するコンフィギュレーションの振動板構造を備える、ことが好ましい。
【１８１７】
　周囲Ｘ１０２、周囲カバーＸ１０１及びハウジング部分Ｘ１０３のすべてが、集合的に
、ハウジング本体を形成することができる。実施例Ｘにはドライバ・デカップリング・マ
ウンティング・システムが存在しないことから、これらの構成要素がトランスデューサ基
部構造の一部分も含む。これらの部分が互いに別個に形成され、当技術分野でよく知られ
るような、接着剤、スナップ嵌合係合、及び／又は、固定具を使用するなどの、任意適切
な固定機構を介してそれらの周辺部のところで互いに強固に接続され得る、ことが理解さ
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れよう。別法として、これらの部分の一部又はすべてが一体に形成されてもよい。
【１８１８】
　図Ｘ２に示されるように、イヤ・プラグＸ１０４が、使用者の甲介Ｘ２０３ｂ及び／若
しくは外耳道Ｘ２０１の入口内で、並びに／又は外耳道Ｘ２０１内で、ぴったりと留まる
ように構成され、それにより、使用時に領域Ｘ２０４のところで甲介又は外耳道の壁を実
質的に封止する。イヤ・プラグＸ１０４が、使用時に使用者の外耳道又は甲介のところに
又はその近傍に配置されるデバイスの内部の前方空洞Ｘ１１０内の空気とデバイスの外部
の空気（周囲の外気など）との間に十分なシールを生み出すように構成され、それにより
、その場で外耳道の壁Ｘ２０４に隣接するところから空気が漏れるのを実質的に防止する
。イヤ・プラグＸ１０４に使用されるジオメトリ及び／又は材料が例えばシールの十分性
に影響することができる。実質的なシールとは、上のセクションで既に言及したように、
例えば、動作中の少なくとも低いバス周波数での音圧を増強する（すなわち、バス・ブー
ストを提供する）ように構成されるシールである。
【１８１９】
　オーディオ・デバイスＸ１００が、共振を減衰すること及び／又はバス・ブーストを抑
えることを補助するために、動作中に第１の空洞Ｘ１１０から別の空気までの実質的に限
定的な気体流れ経路を提供するように構成される少なくとも１つの流体通路をさらに備え
る。この実施例では、デバイスが２つのこのような流体通路を備えるが、代替のコンフィ
ギュレーションにおいて、任意の１つ又は複数のこれらの通路が組み込まれてもよいこと
が理解されよう。流体通路Ｘ１０９が前方空気空洞Ｘ１１０及び後方空気空洞Ｘ１１１を
流体的に連結し、その結果、それ以外の場合では空洞Ｘ１１０内で封止的に保持されるよ
うな空気が外部まで限定的に流れることができるようになり、それにより使用時に内部共
振を減衰する及び／又はバス・ブーストを抑える。限定的な気体流れ経路を提供するため
の通路のために別個の流れ制限要素が使用されることは必須ではなく、通路は閉塞的なバ
リアを用いずに実質的に開放されていてよく、それでも、縮小されたサイズ、直径又は幅
を有することから限定的である。この流体通路Ｘ１０９は、前方空洞Ｘ１１０との連結部
分のところで縮小された幅を有することにより、空気流れを制限するように構成される。
【１８２０】
　流体通路Ｘ１１４が前方空気空洞Ｘ１１０を外部環境などの外部の空気Ｘ２０７に流体
的に連結し、デバイスの出力通気孔Ｘ１１３に隣接するように配置される。流体通路が、
縮小された直径又は幅を有することにより、及び、そこを通る気体にいくらかの抵抗を受
けさせるための発泡体挿入物などの流れ制限要素Ｘ１０７を組み込むことにより、空気流
れを実質的に制限するように構成される。この挿入物は好適には実質的に低い通気性を有
する。
【１８２１】
　各流体通路が、動作中に、使用者の外耳道の壁Ｘ２０４とオーディオ・デバイスとの間
を通過することなく使用者の耳又は頭部に隣接する第１の空洞Ｘ１１０から空気が流出す
るのを可能にし、それによりシールに影響する。これは、流体通路が存在しないか又は非
常に小さい空気流体通路が存在する場合を基準として（このような場合、位置Ｘ２０４の
ところでのデバイスの封止の程度、及び、ひいては性能が、多様な使用者及びデバイスの
多様なフィッティングの間で大きく変化する可能性がある）、流体通路の抵抗及び流体通
路の位置が比較的一定となることを意味する。
【１８２２】
　上のセクションで既に言及したように、好適には、トランスデューサの流体通路Ｘ１１
４、Ｘ１０９及びＸ１０５が、集合的に、動作中に外耳道の空洞内での音圧を有意に低減
するのに十分な程度でそこを通って気体が流れるのを可能にする。音圧の有意な低下は、
例えば、２０Ｈｚから８０Ｈｚの周波数範囲にわたってのデバイスの動作中の音圧の、少
なくとも１０％、又はより好適には少なくとも２５％、又は最も好適には少なくとも５０
％の低下であってよい。この音の減少は、流体通路を一切有さずしたがって動作中に生じ
る音圧の漏れが無視できる程度であるような同様のオーディオ・デバイスを基準としたも



(291) JP 6976252 B2 2021.12.8

10

20

30

40

50

のである。音圧の有意な低下は、好適には、標準的な測定デバイス内にオーディオ・デバ
イスが装着されている時間の少なくとも５０％で観測される。しかし、それ以外の音圧の
低下も考えられ、本発明はこれらの実例に限定されることを意図されない。
【１８２３】
　この実施例では、流体通路の空気の漏れにより行われる減衰により、空気共鳴の制御が
改善される。また、共振制御、さらには、バス・レベルの抑制が、多様な聴取者／使用者
に対してさらには多様なデバイスの配置に対しても比較的一定なものとなり得る。例えば
ヒンジ機構から離れるように配置される振動板構造の３つの側部などの、有意に動く縁部
がハウジング／周囲に取り付けられない。この振動板サスペンションが低い基本の振動板
共振周波数及び大きい振動板可動域を可能にし、一方で、ヒンジ機構が並進変位に効果的
に抵抗するこことが、良好な高周波数の性能を促進するのを補助する。
【１８２４】
　この実施例のオーディオ・トランスデューサはエネルギー累積を低減することを実現し
、その結果、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサ（例えば、図Ｈ２ａを参照された
い）に関連して説明したものと同様のウォーターフォール・プロットが得られる。
【１８２５】
５．２．５　実施例Ｙ
　図Ｙ１～Ｙ４を参照すると、ヘッドホンＹ１０１の形態の本発明の個人用オーディオ・
デバイスの別の実施例（本明細書では、実施例Ｙと称される）が、ヘッドバンドＹ１０４
によって連結される、左側のインターフェース・デバイス（以下、ヘッドホン・カップと
も称される）Ｙ１０２及び右側のインターフェース・デバイス（以下、ヘッドホン・カッ
プとも称される）Ｙ１０３を備えるものとして示されている。
【１８２６】
オーディオ・トランスデューサ
　この実施例に組み込まれるオーディオ・トランスデューサＹ２００は、実施例Ｐの個人
用オーディオ・デバイスに関連してセクション５．２．１で説明されるものと同様の直線
動作オーディオ・トランスデューサである。図Ｙ２ｅ～Ｙ２ｈを参照すると、オーディオ
・トランスデューサＹ２００が、実施例Ｐのオーディオ・デバイスの組立体Ｐ１１０と同
じであるか又は同様の振動板組立体Ｙ２１７を備え、振動板組立体Ｙ２１７が、本体の周
辺部から延在する巻型Ｙ２２２を備える振動板基部フレームを備える有意に高い剛性を有
するドーム状の振動板本体を有する。振動板基部フレームが、巻型に接続されるセンタリ
ング・ガイドＹ２２３ａ、Ｙ２２３ｂ及びＹ２２３ｃをさらに備える。振動板組立体Ｙ２
１７が、強磁性流体Ｙ２２０ａ～ｄにより、磁気構造を基準とした定位置で支持される。
２つの力伝達構成要素が変換機構の一部分を形成し、コイル巻線Ｙ２２１ａ及びＹ２２１
ｂを備える。センタリング・ガイドＹ２２３ａ～ｃが、実施例Ｐのところで説明される手
法に等しい手法でコイルＹ２２１ａ及びＹ２２１ｂの長手方向位置を維持するのを補助す
るために、巻型に接続される。磁気構造が励起機構の残りの部分を形成し、磁石の各ポー
ルに接続される内側ポール・ピースＹ２１８ａ及びＹ２１８ｂと、それらから離間される
外側ポール・ピースＹ２１８ｃとを備える永久磁石Ｙ２１９を有する。振動板組立体の力
伝達構成要素Ｙ２２１ａ及びＹ２２１ｂが、磁気構造の外側ポール・ピースと内側ポール
・ピースとの間に形成される隙間を通って延びており、振動板組立体がニュートラルな位
置又は静止位置にあるとき、これらの力伝達構成要素Ｙ２２１ａ及びＹ２２１ｂが隙間に
一致する。外側ポール・ピースと内側ポール・ピースとの間の隙間又はスペースが、その
中で力伝達構成要素を支持及びセンタリングする強磁性流体を備える。磁気構造がトラン
スデューサ基部構造の一部分を形成し、振動板組立体及び励起機構を囲むように構成され
るトランスデューサ基部構造の主本体／周囲Ｙ２２４に強固に接続される。周囲Ｙ２２４
が、動作中に力伝達構成要素が往復動するときにそこを通って延びるための、外側ポール
・ピースと内側ポール・ピースとの間に形成されるチャネルに位置合わせされるチャネル
を備えることができる。振動板組立体が、トランスデューサ基部構造を含めた任意の周囲
構造と実質的に物理的に連結しない外周部を備える。
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【１８２７】
デカップリング・マウンティング・システム
　各オーディオ・トランスデューサＹ２００がそれぞれのカップＹ１０２／Ｙ１０３の基
部Ｙ２０２に接続される。オーディオ・トランスデューサＹ２００が、デカップリング・
マウンティング・システムを介して基部Ｙ２０２に追従的に連結されて基部Ｙ２０２を基
準として浮遊状態とされ得る。本明細書のセクション４．２のもとで説明される任意のデ
カップリング・マウンティング・システムが使用され得るか（例えば、実施例Ｕのオーデ
ィオ・トランスデューサに関連して説明したシステムなど）、又は別の方法にて、セクシ
ョン４．３の設計留意点及び設計原理に従って設計される任意のマウンティング・システ
ムが使用され得る、ことが理解されよう。
【１８２８】
　例えば、この実施例では、オーディオ・トランスデューサＹ２００が、実質的に高い可
撓性を有する環状のデカップリング・リングＹ２０４及びデカップリング・ブロックＹ２
０３を介して、基部に接続される。デカップリング・リングＹ２０４の内側壁がトランス
デューサＹ２００の周囲Ｙ２２４の外周壁の周りに配置されて強固に接続され、デカップ
リング・リングＹ２０４の外側壁が、基部Ｙ２０２内に形成される相補的な空洞又はアパ
ーチャＹ２１１の内側壁のところに配置されて強固に接続される。デカップリング・リン
グＹ２０４が極めて高い追従性を有し、したがって、実質的に可撓性及び／若しくは弾性
を有する材料から形成され、並びに／又は、実質的に高い可撓性及び／若しくは弾性を有
するジオメトリを有する。この実施例では、リングＹ２０４の内側壁が、トランスデュー
サの周囲に接触するように接続されるように構成される可撓性の先細りにされたセクショ
ンを備える。代替的実施例では、先細りにされたセクションが代わりに基部Ｙ２０２に接
続されてもよい、ことが理解されよう。デカップリング・リングＹ２０４が、接着剤を使
用するなどの、任意適切な機構を介して、周囲Ｙ２２４及び基部Ｙ２０２に強固に接続さ
れる。
【１８２９】
　デカップリング・ブロックＹ２０３が、やはり、追従性を有し、実質的な可撓性を有す
る材料から形成される。デカップリング・ブロックＹ２０３が、周囲Ｙ２２４をそれぞれ
のカップのキャップＹ２０１に追従的に接続する。デカップリング・ブロックＹ２０３が
、両方の端部において、端部内に形成されるそれぞれのアパーチャ内で、周囲Ｙ２２４の
外側面及びキャップＹ２０１の内側面に接続され得る。デカップリング・ブロックＹ２０
３が、両方の端部において、例えば接着剤を使用するなどの、任意適切な機構を介して周
囲及びキャップに強固に接続される。
【１８３０】
　この実施例では、デカップリング・リングＹ２０４及びデカップリング・ブロックＹ２
０３がシリコーン・ゴムから作られ、例えば、約２ＭＰａのヤング率を有する。代替の多
くの他の材料及びジオメトリも許容され得、これは例えば、弾性を有する鋼の板バネ及び
発泡体などである。
【１８３１】
ハウジング
　ヘッドホン・カップのハウジングが基部Ｙ２０２及びキャップＹ２０１を備える。これ
らが、一体に、中空内部を形成し、その中空内部の中で、上述のデカップリング・マウン
ティング・システムを介してトランスデューサＹ２００が接続される。基部Ｙ２０２及び
キャップＹ２０１が、任意適切な固定機構を介してそれらの周辺部のところで固定的に接
続され、この場合では、ねじ固定具Ｙ２１６を介するが、別法として、スナップ嵌合係合
及び／又は接着剤が利用されてもよい。基部Ｙ２０２が、組み立てられた状態においてオ
ーディオ・トランスデューサの振動板組立体に位置合わせされるように構成される中央ア
パーチャＹ２１１を備え、それによりアウトプット・アパーチャＹ２２６を提供し、動作
中、音がこのアウトプット・アパーチャＹ２２６を通ってトランスデューサ組立体から伝
播する。柔らかいイヤ・パッドＹ１０９が、外側キャップＹ２０１の反対側において基部
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Ｙ２０２の周辺部の周りを延びており、さらに、中央アウトプット・アパーチャＹ２２６
の周りを延びている。柔らかいイヤ・パッドが、使用者にとって快適であるフォーム材料
などの、当技術分野で良く知られる任意適切な材料から形成され得る。パッドＹ１０９が
、非通気性のファブリック層Ｙ１０９ｂで裏打ちされていてよい。また、オープン・メッ
シュ・ファブリックＹ１０９ｃがアウトプット・アパーチャの上を延びていてよい。流体
抵抗を増大させるような他の材料層及び／又はファブリック層が適用されてもよく、例え
ば、イヤ・パッドＹ１０９の内側面が、多孔性又は通気性の材料Ｙ１０９ｃで裏打ちされ
てもよく、コンフォート・パッドＹ２１３が耳Ｙ４０３の方を向くように配置されてもよ
い。これらの一部が任意選択であってよく、所望の実装形態に応じるものであってよい、
ことが理解されよう。
【１８３２】
　図Ｙ４を参照すると、この実施例では、オーディオ・デバイスのヘッドホン・カップが
、耳Ｙ４０３の外側部分に、並びに／又は、耳を超えるところにある頭部の１つ若しくは
複数の部分に、圧力を加えるように構成される。柔らかいイヤ・パッド・インナーＹ１０
９ａ及び周囲のファブリック層Ｙ１０９ｂを含めた、インターフェースが、好適には、使
用者の耳の周りにシールを作り、それにより、その場で、デバイスの外部の空気Ｙ４０８
から、デバイスの内部の空気を実質的に封止する。インターフェース／イヤ・パッドＹ１
０９が、使用時に使用者の耳のところに又はそれに隣接するところに配置される、デバイ
スの内部の前方空洞Ｙ２０５内の空気と、デバイスの外部の空気Ｙ４０８（周囲の外気）
との間に十分なシールを提供するように構成される。パッドＹ１０９が、使用者の耳又は
耳介Ｙ４０３の上及びその周りでタイトに留まってこの位置を封止するように成形される
本体を備えることができる。例えば、ヘッドホン・カップ及びインターフェース・パッド
が、使用時に使用者の耳を押圧するように構成されるスープラオーラル・タイプであって
よい。
【１８３３】
　実施例Ｋに関連して上で言及したように、有意なシールとは、例えば、動作中の少なく
とも低いバス周波数での音圧を増強する（すなわち、バス・ブーストを提供する）ように
構成されるシールである。
【１８３４】
　組み立てられた状態において、各ヘッドホン・カップが、使用時に使用者の耳に隣接す
るように配置されるように構成される振動板組立体の側に、アウトプット・アパーチャの
ところに又はそれに隣接するように配置される第１の前方空気空洞Ｙ２０５を備える。ヘ
ッドホン・カップが、アウトプット・アパーチャの反対側にあり、また使用時に使用者の
耳の反対側にある、振動板組立体の側に配置されるように構成される第２の後方空洞Ｙ２
０６をさらに備える。外側キャップＹ２０１が、動作中にそこを通って空気が漏れるため
の、後方空洞Ｙ２０６に隣接するように配置される１つ又は複数のアパーチャ又はスリッ
トＹ２１５を備える。好適には、デバイスが、使用時に前方空洞から使用者の耳に向かっ
て音圧が通過するのを可能にするために前方空洞Ｙ２０５に隣接するアウトプット・アパ
ーチャを覆う多孔性のファブリック・カバーＹ２０７をさらに備える。別の多孔性のファ
ブリック・カバーＹ２０９が、中央アウトプット・アパーチャの周りの環状開口部又は放
射状に分布する一連の開口部Ｙ２１０の上を延びる。多孔性のファブリック・カバーＹ２
０７が、好適には、そこを通る気体の流れを有意に制限しないようにするための相当に高
い程度の通気性を有する。一方で、ファブリック・カバーＹ２０９が、好適には、そこを
通る気体の流れを十分に制限するようにするための比較的低い程度の通気性を有する。両
方のカバーＹ２０７及びＹ２０９では、目の細かいスチール・メッシュ、通気コットン・
ベロア又はポリエステル・メッシュが、必要に応じて選択されるか又は調整される程度の
通気性を有する適切な材料の例である。別法として当技術分野で知られる他の材料が使用
されてもよいことが理解されよう。
【１８３５】
　放射状に分布する開口部Ｙ２１０及び対応するメッシュＹ２０９の面積及び／又は体積
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は、キャップのサイズを基準として、及び／又は、その場で耳に直接に隣接するように含
まれる空気Ｗ３０６ａを基準として、著しく大きい。
【１８３６】
　図Ｙ１を参照すると、外側キャップ、及び／又は、各カップの基部が、好適には、ヘッ
ドバンドＹ１０４のそれぞれの端部に枢動可能に接続される。例えば、各カップＹ１０２
、Ｙ１０３の外側キャップＹ２０１が、枢動アームＹ１０７を介してヘッドバンドＹ１０
４のそれぞれの端部に接続され得る。これにより、ヘッドバンド位置が快適となるように
使用者によって調整されることが可能となる。任意適切なヒンジ式機構が使用され得る。
別法として、ヘッドバンドがヘッドバンドに固定的に接続されてもよい。快適さのために
、柔らかい内側パッドがヘッドバンドの内部面上に設けられてよい。
【１８３７】
空気漏れ流体通路
　実施例Ｋのところで言及したように、各ヘッドホン・カップが、共振を減衰すること及
び／又はバス・ブーストを抑えることを補助するために、動作中に前方空気空洞Ｙ４０５
から別の空気までの限定的な気体流れ経路を提供するように構成される１つ又は複数の流
体通路をさらに備えることができる。例えば、図Ｙ４ａを参照すると、このデバイスが、
その場で使用者の耳に隣接するように配置されるように構成される第１の前方空気空洞Ｙ
４０５を、デバイスの外部の空気Ｙ４０８に流体的に連結する少なくとも１つの流体通路
を備える。流体通路が、限定的な流れ経路を介して、前方空洞Ｙ４０５を後方空洞Ｙ４０
６に流体的に連結し、さらに、後方空洞Ｙ４０６をデバイスの外部の空気Ｙ４０８に流体
的に連結する。この実施例では、デバイスが、前方空洞Ｙ２０５ａから、高い多孔性のフ
ァブリック層Ｙ２０７及びアウトプット・アパーチャＹ２２６を通り、耳Ｙ４０３の隣の
前方空洞Ｙ２０５ｂまで、通る流体通路を備える。前方空洞部分Ｙ２０５ｂが、開口部Ｙ
２１０のところで極めて高い抵抗性を有する要素Ｙ２０９を介して後方空洞Ｙ２０６に流
体的に連結される。さらに、後方空洞Ｙ２０６が、比較的狭くて高い抵抗性を有する１つ
又は複数の開口部Ｙ２１５を通して外部の空気Ｙ４０８の中へと流体的に連結される。大
部分が流体通路さらには狭い開口部Ｙ２１５の中に配置される多孔性のファブリック層Ｙ
２０９が、流体流れ制限器として機能する。任意の１つ又は複数のこれらの要素が、前方
空洞Ｙ２０５から外部の空気Ｙ４０８までの限定的な流体通路を提供するために流体通路
内に存在してよいことが理解されよう。
【１８３８】
　好適には、空気漏れ流体通路Ｙ２１０が振動板本体の周りに分布し、有意な距離に沿っ
て延びる。例えば、空気漏れ流体通路Ｙ２１０が、振動板本体の主面に跨る最小距離より
大きい距離に沿って延びており、又はより好適には、振動板本体の主面に跨る最小距離よ
り５０％大きい距離に沿って延びており、又は最も好適には、振動板の主面に跨る最小距
離より２倍大きい距離に沿って延びている。上で言及したように、また、放射状に分布す
る開口部Ｙ２１０が、好適には、その場で、使用者の耳に隣接する前方空洞部分Ｙ２０５
ｂ内の空気を基準として極めて大きい断面積を有する。これが、より明瞭な内部空気共鳴
をより徹底的に減衰するのを達成するのを補助する。
【１８３９】
　この実施例では、流体通路Ｙ２１５が、後方空洞Ｙ２０６との連結部分のところで縮小
された幅を有する。流体通路Ｙ２１０が、例えば、空気を含めた気体が通路を通って流れ
るのを可能にするように構成されるがそれでも十分な程度の抵抗性を有するような、目の
細かいスチール・メッシュＹ２０９の形態の流れ制限要素をさらに備える。
【１８４０】
　好適には、限定的な要素Ｙ２０９を通る通路及びアパーチャＹ２１５を通る通路を含め
た、流体通路が、集合的に、動作中に外耳道の空洞内での音圧を有意に低減するのに十分
な程度でそこを通って気体が流れるのを可能にする。音圧の有意な低下は、例えば、２０
Ｈｚから８０Ｈｚの周波数範囲にわたってのデバイスの動作中の音圧の、少なくとも１０
％、又はより好適には少なくとも２５％、又は最も好適には少なくとも５０％の低下であ
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ってよい。この音の減少は、流体通路を一切有さずしたがって動作中に生じる音圧の漏れ
が無視できる程度であるような同様のオーディオ・デバイスを基準としたものである。音
圧の有意な低下は、好適には、標準的な測定デバイス内にオーディオ・デバイスが装着さ
れている時間の少なくとも５０％で観測される。しかし、それ以外の音圧の低下も考えら
れ、本発明はこれらの実例に限定されることを意図されない。
【１８４１】
　この変形形態は、実質的に支持されない振動板周辺部及び他のトランスデューサの特徴
を使用することを介して、トランスデューサの、特には振動板及び振動板サスペンション
の、望ましくない機械的共振に対処する。振動板可動域及び基本の振動板共振周波数も改
善され得る。バッフル／イヤ・カップ及びヘッドホンのヘッドバンドの機械的共振が、デ
カップリング・マウンティング・システムによって対処される。限定的な流体通路が、前
方空洞Ｙ２０５、後方空洞Ｙ２０６、並びに、デバイス及び／若しくは使用者の頭部の中
に含まれる任意の他の空洞又はデバイス及び／若しくは使用者の頭部による任意の他の空
洞、の内部の空気共鳴に対処する。
【１８４２】
　前方空洞Ｙ２０５及び後方空洞Ｙ２０６の共振の場合では大きい流体通路の空気の漏れ
Ｙ２１０により、また、後方空洞Ｙ２０６の場合では狭い流体通路Ｙ２１５により、行わ
れる減衰により、空気共鳴の制御が改善される。前方空洞Ｙ２０５及び後方空洞Ｙ２０６
の両方の容積にわたって広範囲に大きい流体通路Ｙ２１０が分散することにより、両方の
空洞の広範囲の多様な内部空気共鳴モードを低減することが補助される。また、共振制御
、さらには、バス・レベルの抑制が、多様な聴取者／使用者に対してさらには多様なデバ
イスの配置に対しても比較的一定なものとなり得る。
【１８４３】
　加えて、デバイスの内部の方を向くイヤ・パッドＹ１０９ａの内部部分は、覆われない
ままであるか、又は、多孔性である内側ファブリック１０９ｃで覆われ、その結果、空洞
Ｙ２０５内の耳の周りの音波が多孔性発泡体の内部で伝播することができるようになり、
ここでは、それらのエネルギーが、空洞Ｙ２０５の内部の空気共鳴を低減するのを補助す
るために、発泡体内の細かい開口部を通る空気の動きにより消散し得る。
【１８４４】
　これはまた、空気空洞Ｙ２０５が、多孔性のイヤ・パッド・インナーＹ１０９ａの容積
に連結され、したがってその容積を含むようにそこまで延びている、ことを意味する。こ
れにより、周囲騒音のパッシブ減衰の改善を含めた別の利点を得られる。その理由は、例
えば位置Ｙ４０７のところでのイヤ・パッドＹ１０９と装着者の耳Ｙ４０３との間での流
体の漏れを介して又は他には流体通路Ｙ２１５及びＹ２１０を介して、周囲の空気Ｙ４０
８から空気空洞Ｙ２０５まで移動する音圧が、容積Ｙ１０９ａに連結されるより大きい容
積Ｙ２０５のところに広がるにはより長時間かかるからである。
【１８４５】
５．２．６　実施例Ｇ９
　１対のインターフェース・デバイスを備えるヘッドホン・システムなどの、個人用オー
ディオ・デバイスの一実施例では、各インターフェース・デバイスが、本明細書のセクシ
ョン２．３で説明される実施例Ｇ９によるオーディオ・トランスデューサを組み込む。こ
のヘッドホン・システムは、例えば実施例Ｋ、Ｗ又はＹと同じであるか又は同様の構成を
有することができるが、オーディオ・トランスデューサが実施例Ｇ９のオーディオ・トラ
ンスデューサに取って代わる。
【１８４６】
　トランスデューサの機械的特性に関しては：
　・厚くて高い剛性の設計アプローチの振動板がコンパクトであり、良好な高周波数の拡
張を実現する；
　・振動板サスペンションが、全周長の周りに分布するのではなく、ばねに集中している
ことは、ばねが内部共振に対して比較的高いロバスト性を有しており、ここでは、それに
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相応するような、振動板の基本共振周波数又は振動板可動域における犠牲を払うことがな
い、ことを意味する；
　・内部のサスペンション共振が結果として生じる場合、ばねが最小の表面積を有するこ
とで、ディストーションが聴取者まで容易には広がらない。
【１８４７】
５．２．７　実施例Ｈ
　図Ｈ３ａ及びＨ３ｂが、コンパクトな２ウェイ・サーカムオーラル・ヘッドホン装置の
各側に配備される高音及びバス・オーディオ・トランスデューサである本発明の別の実施
例を示す。図Ｈ３ｂが、右耳の前方の定位置にある両方のオーディオ・トランスデューサ
Ｈ３０１及びＨ３０２を示しており、ここではヘッドホン・インターフェース・デバイス
の残りの部分が隠れており、図Ｈ３ａがヘッドホン・インターフェース・デバイスの全体
を示している。
【１８４８】
　この実施例では、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサがヘッドホン内に配備され
ている。代替のコンフィギュレーションにおいて、本明細書で説明される他のオーディオ
・トランスデューサの実施例のうちの任意の１つのオーディオ・トランスデューサがこの
ヘッドホンに組み込まれてもよいことが理解されよう。
【１８４９】
　この実施例では、バスを改善するために、耳の近傍の空気が外側の空気から封止されず
、代わりに、２つのドライバが、直接に外耳道に向かって放射される「正圧」の音圧を、
外部に向かって放射される「負圧」の音圧から隔てる小さいバッフル内にマウントされる
。耳から離れる方を向くバッフルの側から放射される負圧の空気圧は、外側への放射時に
ある程度の準半球のパターンを有することを理由として、空気体積を増大させるように膨
張することができる。これは、それに相応して、波の伝播時に音圧が低下することを意味
する。このような低下は、低いバス周波数においても、負圧の音圧がバッフルの周りを移
動して鼓膜に到達するまでに、圧力が、耳の方を向くバッフルの側から放射される「正圧
」の音圧を大きく相殺することがないように十分に低減されることを意味する。
【１８５０】
　本発明の実施例では振動板の大きい体積可動域が可能であるということを理由として、
耳の周りにシールが存在しなくても、比較的高いバス・レスポンスが可能となる。例えば
、ヘッドホンなどの個人用オーディオ・デバイスの用途では、デバイスのサイズに有意に
影響することなく、約１５～２５ｍｍのピーク間の振動板可動域が達成され得る。また、
実施例Ａに関連して上で説明したように、低い基本共振周波数も可能である。ドライバの
ウォーターフォール・プロットの測定が図Ｈ２ａに示される。
【１８５１】
５．２．８　可能な実装形態、修正形態又は変形形態
オーディオ・トランスデューサ
　セクション５．２．１～５．２．７で説明されるオーディオ・デバイスの実施例の各々
において、任意の１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサが、例えば、実施例Ａ、
Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｇ、Ｓ、Ｔ及びＵのオーディオ・トランスデューサを含めた、本明細書で説
明される任意の１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサに、又は、本明細書で説明
される特徴に従って設計される任意の他のオーディオ・トランスデューサに、取って代わ
ることができる。
【１８５２】
マウンティング・システム
　本発明の低共振オーディオ・デバイスの実施例はハイファイ・オーディオの用途で有用
である。使用者の耳の近傍に届けられるハイファイ・オーディオは、好適には、良好に設
計された一定の位置から届けられる。したがって、オーディオ・デバイスが、上記の実施
例で説明されるパッド及びイヤ・プラグなどの、ユーザ・インターフェース・マウンティ
ング・システムを備えれば有利であり、このユーザ・インターフェース・マウンティング
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・システムがオーディオ・トランスデューサを使用者の片耳又は両耳のところに又はその
近くに配置する。オーディオ・デバイスがイヤホン装置である場合、インターフェース・
マウンティング・システムが使用者の外耳道を基準としてオーディオ・トランスデューサ
を配置することがさらに好適である。
【１８５３】
複数のチャネル
　また、ハイファイ・オーディオ再生の場合、オリジナルのオーディオを表す一定程度の
空間情報を聴取者に提供することを目的として、少なくとも２つ以上のオーディオ・チャ
ネルが再生されることが好ましい（ステレオ又はマルチチャネル）。これらのチャネルは
、好適には、異なるオーディオ・トランスデューサを介して独立して再生されるべきであ
るが、チャネルが完全には独立せず、それでもこのような空間情報を提供するような、他
の形態のオーディオ再生も存在する。例えば、上述の実施例のうちの任意の実施例におい
てチャネルの間に「クロストーク」が導入されてよい。しかし、好適には、実施例Ｈ、Ｐ
、Ｋ、Ｗ、Ｙ及びＸのオーディオ・デバイスが、異なる（それでも、関連している）オー
ディオ・マテリアルを再生する少なくとも２つの異なるオーディオ・トランスデューサを
備え、より好適には、チャネルが独立する。例えば、それぞれの耳に関連付けられたオー
ディオ・トランスデューサが異なるチャネルを再生することができる。
【１８５４】
ＦＲＯ及びトランスデューサの数
　ハイファイ・オーディオ再生により十分な帯域幅が与えられる。好適には、実施例Ｈ３
、Ｈ４、Ｇ９、Ｐ、Ｋ、Ｗ、Ｙ及びＸのうちの任意の実施例のオーディオ・デバイスが、
１６０Ｈｚから６ｋＨｚの周波数帯を含む、又はより好適には１２０Ｈｚから８ｋＨｚの
周波数帯を含む、又はより好適には１００Ｈｚから１０ｋＨｚの周波数帯を含む、又はさ
らにより好適には８０Ｈｚから１２ｋＨｚの周波数帯を含む、又は最も好適には６０Ｈｚ
から１４ｋＨｚの周波数帯を含む、ＦＲＯを有する少なくとも１つのオーディオ・トラン
スデューサを備える。
【１８５５】
　オーディオ信号が、異なる帯域幅で作動する複数のオーディオ・トランスデューサによ
って再生される場合、好適には、オーディオ信号を、異なるトランスデューサによって再
生されることになるサブ・バンドへと分けるための電気的クロスオーバー又は等価の手段
がさらに組み込まれる。このようなオーディオ・セパレーションはオーディオ再生の品質
にとって有害である可能性があることから、オーディオ・デバイスがそれぞれの耳に対し
てせいぜい３つのオーディオ・トランスデューサを備えることが好適であり、これらが集
合的に、１６０Ｈｚから６ｋＨｚの周波数帯を含む、又はさらに好適には１２０Ｈｚから
８ｋＨｚの周波数帯を含む、又はさらに好適には１００Ｈｚから１０ｋＨｚの周波数帯を
含む、又はさらにより好適には８０Ｈｚから１２ｋＨｚの周波数帯を含む、又は最も好適
には６０Ｈｚから１４ｋＨｚの周波数帯を含む、ＦＲＯを有する。より好適には、オーデ
ィオ・デバイスがそれぞれの耳に対してせいぜい２つのオーディオ・トランスデューサを
備え、これらが集合的に、１６０Ｈｚから６ｋＨｚの周波数帯を含む、又はさらに好適に
は１２０Ｈｚから８ｋＨｚの周波数帯を含む、又はさらに好適には１００Ｈｚから１０ｋ
Ｈｚの周波数帯を含む、又はさらにより好適には８０Ｈｚから１２ｋＨｚの周波数帯を含
む、又は最も好適には６０Ｈｚから１４ｋＨｚの周波数帯を含む、ＦＲＯを有する。最も
好適には、オーディオ・デバイスがそれぞれの耳に対してわずかに１つのオーディオ・ト
ランスデューサを有する。
【１８５６】
　上述したように、このように広範囲の帯域幅にわたっての高品質のオーディオ再生を達
成するのに、実質的に又は十分に、周囲の内部に物理的に連結しない振動板組立体を組み
込むオーディオ・デバイスが良好に適する。
【１８５７】
　加えて、オーディオ再生の品質の補助のために、好適には、Ｈａｍｍｅｒｓｈｏｉ　ａ
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ｎｄ　Ｍｏｌｌｅｒ　ｉｎ　２００８によって提案される「Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｆｉｅｌｄ
」を基準として（これは、この基準と比較して、多くの個人用オーディオ・デバイスが相
対的に低減される出力を有することになるような２～４ｋＨｚの周波数範囲ではない）、
２０ｄＢを超えるような、又はより好適には１４ｄＢを超えるような、又はさらにより好
適には１０ｄＢを超えるような、又は最も好適には６ｄＢを超えるような、音圧の継続的
な低下なしで、ＦＲＯが再生されることが好ましい。
【１８５８】
　また、Ｈａｍｍｅｒｓｈｏｉ　ａｎｄ　Ｍｏｌｌｅｒ　ｉｎ　２００８によって提案さ
れる「Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｆｉｅｌｄ」を基準として、２０ｄＢを超えるような、又はより
好適には１４ｄＢを超えるような、又はさらにより好適には１０ｄＢを超えるような、又
は最も好適には６ｄＢを超えるような、帯域幅の極値での音圧の低下なしで、作動周波数
帯が再生されることが好ましい。
【１８５９】
　オーディオ・デバイスが複数のオーディオ・トランスデューサを備える場合、好適には
少なくとも１つのトランスデューサが、また最も好適にはすべてのトランスデューサが、
実施例Ｈ３、Ｈ４、Ｇ９、Ｋ、Ｐ、Ｗ、Ｙ及びＸのオーディオ・デバイスに関連して上述
したものと同じであるか又は類似するものである、ことが理解されよう。別法として又は
加えて、例えば、実施例Ａ、Ｂ、Ｅ、Ｄ、Ｇ、Ｓ、Ｔ及びＵのオーディオ・トランスデュ
ーサのうちの任意の１つ又は複数のオーディオ・トランスデューサを含めた、本明細書で
説明される他のオーディオ・トランスデューサが使用されてもよい。言い換えると、上記
の実施例で説明されるオーディオ・デバイスのうちの任意の１つのオーディオ・デバイス
が、１つの耳のコンフィギュレーションに対して、複数のトランスデューサの中に、中に
組み込まれる任意の他のタイプのオーディオ・トランスデューサを備えることができる。
【１８６０】
非封止の変形形態
　セクション５．２．２～５．２．７の上述の実施例では、オーディオ・デバイスが、そ
の場で、使用者の片耳又は両耳のところを又はその周りを実質的に封止するように設計さ
れる。これらの実施例のいくつかの変形形態では、例えば、図Ｈ３及びＨ４に示される実
施例の場合において、オーディオ・デバイスが、その場で、使用者の片耳又は両耳のとこ
ろ又はその周りを実質的には封止しないように、設計される。実質的には封止しないよう
な設計では、耳の音響特性及び／又は共振特性が変化しにくい。また、非封止の設計は使
用者にとってより快適となり得る。これは、特には、実施例Ｐ及びＸのオーディオ・デバ
イスなどの、イヤホンの用途の場合に当てはまり、イヤホンの用途では、インターフェー
スが外耳道の中に又は外耳道に直接に隣接するところに留まるように構成される。
【１８６１】
　非封止の設計を用いる場合、一般に、上述のオーディオ・デバイスのコンフィギュレー
ションによって達成される振動板可動域及び低い基本共振周波数に対する要求が大きくな
る。
【１８６２】
　したがって、別法として、オーディオ・デバイスが、使用時に、外耳道内に含まれる空
気と外耳道の外部の空気との間に部分的なシールを備えてもよく、これは、その場で、使
用者の耳介、頭部又は外耳道の開口部の周辺部の周りに実質的に継続的なシールを提供し
ない。例えば、インターフェースが、その場で、使用者の外耳道の、又は耳介又は頭部の
、開口部の周辺部に対して実質的に継続的な圧力を加えなくてよい。
【１８６３】
　封止の程度は、好適には、バス・レスポンスを不十分にしてしまうくらいに過度に小さ
いものではない。例えば、デバイスの少なくとも１つのインターフェースが、７０ヘルツ
における周囲音のパッシブ減衰を、１デシベル（ｄＢ）未満、又は２ｄＢ未満、又は３ｄ
Ｂ未満、又は６ｄＢ未満とするように、その場で部分的な封止を行ってよい。別法として
又は加えて、少なくとも１つのインターフェースが、１２０ヘルツにおける周囲音のパッ
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シブ減衰を、１デシベル（ｄＢ）未満、又は２ｄＢ未満、又は３ｄＢ未満、又は６ｄＢ未
満にするように、その場で部分的な封止を行ってよい。別法として又は加えて、少なくと
も１つのインターフェースが、４００ヘルツにおける周囲音のパッシブ減衰を、１デシベ
ル（ｄＢ）未満、又は２ｄＢ未満、又は３ｄＢ未満、又は６ｄＢ未満にするように、その
場で部分的な封止を行ってよい。
【１８６４】
自由周辺部の変形形態
　上述の実施例Ｈ３、Ｈ４、Ｘ、Ｗ及びＫの個人用オーディオ・デバイスでは、回転動作
オーディオ・トランスデューサが、その周辺部において、周囲又はエンクロージャに物理
的に連結しない振動板組立体を備える。これらの実施例の各々に組み込まれ得るこのコン
フィギュレーションの１つの変形形態は、振動板組立体の周辺部のところに取り付けられ
るが振動板本体の終端部領域には連結されない従来のタイプのサスペンション（可撓性ス
パイダ又は他の同様の支持体など）を介して支持体に対して浮遊状態にされる振動板組立
体を有するオーディオ・トランスデューサであり、振動板本体の終端部領域では、動作中
の振動板の揺動時に振動板本体の変位が最大となる。それでも、終端部領域の長さは、例
えば、振動板組立体の外周部の組合せの合計の長さの少なくとも２０％であってよい（又
はいくつかの実装形態では、それ未満であってもよい）。
【１８６５】
　従来のサスペンションは、振動板可動域及び基本の共振周波数をいくらかの程度で制限
するが、バス・レスポンスを向上させるために封止の程度を改善することができる。
【１８６６】
　最大の変位を受けるところの終端縁部領域にサスペンションが存在しないことにより、
一定程度の空気の漏れが可能となり、これが、特定のコンフィギュレーションのための最
適なバス・レスポンスを実現する。好適には、従来の周囲が、十分なバス・レスポンスの
提供を受けるところの振動板周辺部の絶対最小値の長さのところにのみ存在し、この場合
、周囲サスペンションが、動作中に最小に動くところの振動板組立体の周辺部領域のとこ
ろに取り付けられる。
【１８６７】
　動く周辺部の一部分のところに、また特には、最大の変位を受けるところの部分に、サ
スペンションが存在しないことにより、周辺部のところに配置される残りのサスペンショ
ンのスティフネスを増大させることが可能となり、さらにそれにより、３つの項目での折
り合いのうちの残りの、振動板可動域及び周囲の共振を改善することが可能となる。
【１８６８】
セルラー・フォンの実装形態
　上述の個人用オーディオ・デバイスの実施例は、携帯電話又は他の携帯情報端末タイプ
のデバイス内に実装され得る。
【１８６９】
　このタイプの実装形態では、このオーディオ・トランスデューサのコンフィギュレーシ
ョンによって提供されるバス領域の帯域幅拡大能力が、オーディオ再生以外の、例えば振
動警報といったような、他のデバイス機能にも同じオーディオ・トランスデューサが使用
され得ることがあることをまた意味する。
【１８７０】
６．好適なトランスデューサ基部構造の設計
　本明細書で説明されるオーディオ・トランスデューサの実施例の各々で、それらに相対
的な低エネルギー蓄積性能を提供するためには、振動板組立体をそこから支持して励起さ
せるところである構成要素又は組立体であるトランスデューサ基部構造が、好適には、そ
れ自体では、トランスデューサのＦＲＯの範囲内において、共振モードをほとんど有さず
、又はより好適には共振モードを一切有さない。
【１８７１】
　トランスデューサ基部構造が、好適には、構造の任意の他の寸法より有意に大きいよう
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な寸法が存在しないことを意味する、比較的脚の短いコンパクトなジオメトリを有する高
い剛性を有する材料から構成される。細長いジオメトリはよりコンパクトであるが、共振
も起こりやすいことから、本発明の実施例では好適ではない。しかし、これらは本発明の
範囲から排除されない。
【１８７２】
　トランスデューサ基部構造が、例えば、バッフル、エンクロージャ、ハウジング又は任
意の他の周囲などの、他の構成要素に強固に取り付けられる場合、好適には、構造全体（
本明細書では、「トランスデューサ基部構造組立体」とも称される）が、やはり、高い剛
性を有する材料から構成されなければならず、脚の短いコンパクトなジオメトリを有さな
ければならない。
【１８７３】
　また、好適には、可能な限り、基部構造組立体が振動板の両側の空気流れを妨害せず、
また、空気共鳴モードを発生させる可能性がある空気を含むことに寄与しない。
【１８７４】
　また、好適には、トランスデューサ基部構造が振動板組立体と比較して大きい質量を有
し、その結果、トランスデューサ基部構造の変位と比較して振動板の変位が大きくなる。
好適には、トランスデューサ基部構造の質量は、振動板組立体の質量より１０倍超大きく
、又はより好適には２０倍超大きい。
【１８７５】
　好適には、共振の受けやすさを最小にするために、任意の磁石以外の、基部構造組立体
の少なくとも１つの重要な構造構成要素が高い比弾性率を有する材料から作られ、例えば
、限定しないがアルミニウム若しくはマグネシウムなどの、金属から作られるか、又は、
ガラスなどのセラミックから作られる。
【１８７６】
　基部構造組立体をなす構成要素が、エポキシなどの接着剤により、又は、溶接により、
又は、固定具を使用するクランピングにより、又は、多くの他の方法により、一体に連結
され得る。溶接及びはんだ付けは広いエリアにわたって丈夫で高い剛性の連結部を提供す
ることから、特にジオメトリがより細長くしたがって共振しやすい場合には、溶接及びは
んだ付けが好適である。
【１８７７】
　例えば、図Ａ１が、高い剛性を有するトランスデューサ基部構造Ａ１１５に回転可能に
接続される、高い剛性を有し、比較的軽量である複合振動板組立体Ａ１０１を有する、本
明細書では実施例Ａと称されるオーディオ・トランスデューサの実施例を示す。
【１８７８】
　トランスデューサ基部構造Ａ１１５が、永久磁石Ａ１０２と、ポール・ピースＡ１０３
及びＡ１０４と、接触バーＡ１０５と、デカップリング・ピンＡ１０７及びＡ１０８とを
備える。トランスデューサ基部構造Ａ１１５のすべての部分が、例えばエポキシ接着剤な
どの、接着剤を使用して、又は別法として、溶接、クランピング及び／若しくは固定具な
どを介する、高い剛性の任意の接続機構を介して、連結され得る。
【１８７９】
　トランスデューサ基部構造Ａ１１５は、それが有するいかなる共振モードもトランスデ
ューサのＦＲＯの範囲の外で好適には発生させるように、高い剛性を有するように設計さ
れる。トランスデューサ基部構造Ａ１１５の、厚くて脚の短いコンパクトなジオメトリに
より、この実施例に、磁石及びポール・ピースに取り付けられるバスケットで構成される
トランスデューサ基部構造を有する従来のトランスデューサに対しての利点がもたらされ
る。
【１８８０】
　図Ｊ１ｄ及びＪ１ｅに示されるような、従来のオーディオ・トランスデューサでは、バ
スケットＪ１１３が、可撓性の振動板サスペンションを支持するバスケットの部分（周囲
Ｊ１０５）に対して、比較的重い質量の、磁石Ｊ１１６、上部ポール・ピースＪ１１８及
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びＴ－ｙｏｋｅ　Ｊ１１７をリンクする必要がある。周囲が磁石Ｊ１１６及びスパイダＪ
１１９から離れた有意な距離のところに位置しなければならないことにより、トランスデ
ューサのジオメトリが限定され、それにより、所与のサイズの振動板の円錐体Ｊ１０１に
対して、コンパクトで脚の短いジオメトリのトランスデューサ基部構造を提供することが
困難となる。薄く、コンパクトではなく、脚の長いジオメトリ及びロケーションを有する
ような従来のバスケットの設計では、バスケットが共振しやすくなる。
【１８８１】
　また、従来の周囲は、しばしば、振動板とエンクロージャ又はバッフルとの間に１つ又
は複数のエア・ポケットを含み、それにより、空気共鳴モードを発生させる。
【１８８２】
　本明細書の他のオーディオ・トランスデューサの実施例でも、同じ又は同様のトランス
デューサ基部構造又は基部構造組立体が利用される。
【１８８３】
７．変換機構
　本明細書で説明されるオーディオ・トランスデューサの実施例の各々で、オーディオ・
トランスデューサが変換機構を組み込む。好適な電気音響学の実装形態では（例えば、ラ
ウドスピーカ）、各実施例の関連の変換機構が、電気オーディオ信号を受信し、その信号
に応答して力伝達構成要素の動作により振動板組立体に励起作用力を加えるように、構成
される。動作中、通常、関連付けられたトランスデューサ基部構造により、関連の反力が
さらに示される。代替の音響電気学の実装形態の場合（例えば、マイクロホン）、各実施
例の変換機構が、音波に反応して動く振動板組立体により生じる力を受けるように構成さ
れ、力伝達構成要素の動作により、この動きが電気オーディオ信号へと変換される。
【１８８４】
　したがって、変換機構が力伝達構成要素を備える。最も好適には、トランスデューサの
この部分が振動板構造又は組立体に強固に連結される。その理由は、傾向としては、この
コンフィギュレーションが、より正確な１自由度のシステムを作りそれにより望ましくな
い共振モードを最小にするのに、より適しているからである。
【１８８５】
　別法として、力伝達構成要素が１つ又は複数の中間構成要素を介して振動板に強固に連
結され、力伝達構成要素が振動板本体又は構造に接近し、それにより組み合わされる構造
の剛性を向上させ、その結果として、これらのカップリングに関連する不利な共振モード
の周波数がより上へと移行させられる。好適には、上記の実施例のうちの任意の１つの実
施例における力伝達構成要素と振動板構造又は本体との間の距離が、振動板構造又は本体
の主面の最大寸法（長さなどであるが、別法として幅であってもよい）の７５％未満であ
る。より好適には、この距離が、振動板本体又は構造の最大寸法の、５０％未満、又はよ
り好適には３５％未満、又はさらに好適には２５％未満である。
【１８８６】
　好適には、やはり、構造の高い剛性が確実に得られるようにするのを補助するために、
連結構造が、８ＧＰａを超える、又はより好適には約２０ＧＰａを超えるヤング率を有す
る。
【１８８７】
　磁界発生構造及び導電性コイル又は要素を備える電磁励起機構は非常に線形的である。
したがって、このような電磁励起機構は、本発明の上述の実施例の各々の実施例と共に使
用されるのに好適な形態の変換／励起機構である。このような電磁励起機構は、本発明の
共振制御の特徴との組合せで使用される場合、実質的に共振フリーの構造と組み合わされ
るリニア・モータを介してオーディオ再生の品質が最大化されるという利点を提供する。
好適には、コイルが振動板側で固定される。その理由は、コイルを軽量にすることができ
、したがって、振動板分割共振に対してコイルをより有害ではないものとすることができ
るからである。コイル及び磁石ベースのモータは、さらに、高出力での取り扱いを可能に
することから、ロバストに作ることができる。
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【１８８８】
　用途に応じて、例えば圧電式変換機構又は磁歪変換機構などの、他の励起機構も良好に
機能することができ、別法としてこられが本発明の実施例のうちの任意の１つの実施例に
組み込まれてもよい。圧電モータは、例えば、本発明による単純なヒンジ・システム及び
／又は高い剛性を有する振動板の特徴と組み合わされて使用される場合に、効果的となり
得る。実施例Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｓ、Ｔ、Ｗ及びＸに関連して説明されるものなどの、
回転動作トランスデューサでは、このような変換機構が回転軸の近くに配置され得る。こ
こでは、基部の近くの小さい可動域により、振動板の遠位の周辺部又は先端部に向かうに
つれて大きい可動域が得られることを理由として、圧電デバイスの一般的には可動域が小
さいという欠点が軽減される。加えて、圧電モータは高い程度で本質的に共振フリーとな
り得、また、軽量となり得、これは、それ以外の場合では振動板の共振モードを強める可
能性があるような振動板上の荷重が低減されることを意味する。
【１８８９】
８．オーディオ・トランスデューサの用途
　本明細書で説明されるオーディオ・トランスデューサの実施例は、多種多様なオーディ
オ・デバイスに実装されるように構成され得る。個人用オーディオ・デバイス内での本発
明のオーディオ・トランスデューサの実装形態の例のためのセクション５でいくつかの実
例が与えられている。これは本発明の実施例のうちのいくつかの実施例に関連して好適な
実装形態であるが、それが唯一の実装形態ではなく、多くの他の実装形態も適用可能であ
る。
【１８９０】
　オーディオ・トランスデューサの実施例の各々が、所望の機能を実行するようなサイズ
へと拡大・縮小され得る。例えば、本発明のオーディオ・トランスデューサの実施例は、
本発明の範囲から逸脱することなく、以下のオーディオ・デバイスのうちの任意の１つの
オーディオ・デバイスに組み込まれ得る：
　・ヘッドホン、イヤホン、補聴器、携帯電話、及び、携帯情報端末、などを含む個人用
オーディオ・デバイス；
　・パーソナル・デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、及び、タ
ブレット、などを含む計算デバイス；
　・コンピュータ・モニタ及びスピーカ、などを含むコンピュータ・インターフェース・
デバイス；
　・フロア・スタンディング・スピーカ、及び、テレビ・スピーカ、などを含むホーム・
オーディオ・デバイス；
　・カー・オーディオ・システム、並びに、
　・他の専用のオーディオ・デバイス。
【１８９１】
　さらに、所望の結果を得るために所与の設計に従って、オーディオ・トランスデューサ
の周波数範囲が操作され得る。例えば、上記の実施例のうちの任意の１つの実施例のオー
ディオ・トランスデューサが、所望の用途に応じて、バス・ドライバ、ミッドレンジ－高
音ドライバ、ツイーター、又は、フルレンジ・ドライバとして使用され得る。
【１８９２】
　種々の用途のために実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの実施例が如何にして構
成され得るかの簡単な実例を以下で与えるが、これが限定的であることは意図されておら
ず、この実施例に対してさらには本明細書で説明される他のすべての実施例に対して、他
の多くの可能なコンフィギュレーション、用途及び実装形態が考えられる、ことが当業者
には理解されよう。
【１８９３】
　一実装形態で、例えば、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサが、図Ｈ３ｂに示さ
れるツーウェイ・ヘッドホン（ラウドスピーカ・オーディオ・トランスデューサＨ３０１
）において、３００Ｈｚから２０ｋＨｚのミッドレンジ及び高音の周波数を再生するよう
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に設計される例えば約１５ｍｍの振動板本体の長さを有することができる。同じトランス
デューサが、例えば７００Ｈｚからそれ以上の周波数までの間の周波数バンドを再生する
、ホーム・オーディオ・フロアスタンディング・スピーカのためのミッドレンジ－高音ラ
ウドスピーカ・オーディオ・トランスデューサとしても配備され得、又は、同じトランス
デューサが、１ウェイ・ヘッドホン内のフルレンジ・ドライバとして機能するようにも最
適化され得る。
【１８９４】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサが多様な用途に適合するようにそのサイズを
拡大・縮小され得る。例えば、図Ｈ３ｂがバス・ラウドスピーカ・オーディオ・トランス
デューサＨ３０２を示しており、これは、ミッドレンジ及び高音ドライバＨ３０１に関連
する拡大された（すべての寸法の）実施例Ａのオーディオ・トランスデューサである。拡
大されたオーディオ・トランスデューサが、例えば約３２ｍｍの振動板の長さを有するこ
とができる。このような事例では、トランスデューサＨ３０２が、約４０Ｈｚのより低い
基本周波数においてより多くの空気を動かすことが可能となり得る。トランスデューサＨ
３０２が最大約４０００Ｈｚの周波数を再生するのに適し得る。このドライバは、例えば
１００Ｈｚから４０００Ｈｚの間の周波数バンドを再生する、ホーム・オーディオ・フロ
ア・スタンディング・スピーカのミッドレンジ・ドライバにも適する。さらに、例えば約
２００ｍｍの振動板の長さへと概略的に拡大・縮小することで（すべての寸法に）、２０
Ｈｚから約１０００Ｈｚの又はいくつかの事例ではそれ以上の、実質的に共振フリーの帯
域幅を有するドライバを得ることができ、これがハイ・ボリュームの可動域能力を有する
。このコンフィギュレーションが、例えば、ホーム・オーディオ・フロアスタンダーのた
めのサブウーファーに適する。
【１８９５】
　実施例Ａのオーディオ・トランスデューサの振動板の長さを例えば約８ｍｍとするよう
にドライバ寸法が縮小される場合、トランスデューサが、図Ｈ４に示されるものに類似す
る１ウェイ・バッド・イヤホン内に配備され得る。
【１８９６】
　図Ｚ１を参照すると、実施例Ａのオーディオ・トランスデューサのさらに別の実装形態
が、例えば、パーソナル・コンピュータ・スピーカ・ユニットであってよいラウドスピー
カ・システムＺ１００であってよい。このオーディオ・デバイスの実施例では、２つ以上
のオーディオ・トランスデューサが同じエンクロージャＺ１０４に組み込まれる。実施例
ＡのトランスデューサＺ１０１の第１の相対的により小さいバージョンが高音ドライバと
して提供され、第２の相対的により大きいオーディオ・トランスデューサＺ１０２がバス
－ミッドレンジ・ドライバとして提供される。これらのユニットが、共に、本明細書のセ
クション４．２のもとで説明されるようなデカップリング・システムを介して、エンクロ
ージャから分離され得る。エンクロージャＺ１０４が、エンクロージャを支持表面Ｚ１０
６からさらに分離するためにエンクロージャの基部の周りに分布する複数のゴム又は他の
実質的に柔らかい脚部Ｚ１０５を備えることができる。
【１８９７】
　実施例Ｚのオーディオ・デバイスの代替のコンフィギュレーションでは、より大きいト
ランスデューサＺ１０２が分離されず、エンクロージャＺ１０４に完全に及び強固に連結
される。これが、例えばより重いトランスデューサ基部構造の１つ又は複数（好適には、
複数）の側部上の接着剤を介するといったようなことを含めて、本明細書で考察されるよ
うな任意適切な方法を介して、行われ得る。加えて、エンクロージャ壁Ｚ１０４が、例え
ば５ｍｍ超の又は８ｍｍ超の十分な大きさの壁の厚さを有する、例えば金属材料（例えば
、アルミニウム又は他の同様のもの）などの、十分に厚くて高い剛性を有する材料から作
られる。これは著しく重くて高い剛性を有する構成である。柔らかい脚部が、エンクロー
ジャと支持表面との間にデカップリング・マウンティング・システムを提供する。また、
より小さいドライバＺ１０１に関連付けられる第２のデカップリング・システムが実施例
Ａのところで説明されるように提供され、ドライバとエンクロージャＺ１０４との間に配
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のデカップリング・システムは、強固にマウントされるより大きいトランスデューサがよ
り小さいドライバの比較的コンパクトなエンクロージャと組み合わされて単一の実質的に
低共振のシステムを形成し、これが、ユニットに接近している他の共振傾向のあるシステ
ム（例えば、スピーカをその上に着座させることができるところの家具）から切り離され
ることを意味する。このシステムは、他のドライバのデカップリング・システムを介して
、振動傾向のある他のシステム（この事例では、より小さいドライバ）からも切り離され
る。
【１８９８】
　振動遮断マウンティング（すなわち、脚部）は、例えば、下部に取り付けられる追従性
を有するゴム又はシリコンのマウンティング・パッド、可撓性を有する金属ばね、可撓性
アーム、などを含んでよい。
【１８９９】
　上記は本発明の実施例の多様性の例を提供するものであり、実施例Ａに対して、又は、
本明細書で説明されるか若しくは本明細書で提供される説明に由来し得る任意の他のオー
ディオ・トランスデューサの実施例に対して、他の実装形態も可能であることが当業者に
は容易に明らかとなろう。
【１９００】
　本発明の上記の説明は、好適な実施例のオーディオ・トランスデューサ及びオーディオ
・デバイスの実施例を含む。この説明はまた、オーディオ・トランスデューサに関連する
、他のシステム、組立体、構造、デバイス、方法及び機構の、種々の実施例、実例並びに
設計及び構成の原理を含む。添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の趣旨及び
範囲から逸脱することなく、オーディオ・トランスデューサの実施例に対して、並びに、
本明細書で開示される他の関連のシステム、組立体、構造、デバイス、方法及び機構に対
して、当業者には明らかであるような多くの修正形態が作られ得る。
【図Ａ１ａ】

【図Ａ１ｂ】

【図Ａ１ｃ】
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