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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】大きな振幅で振動板を振動させ、大きな音圧が
得られるようにする。
【解決手段】電気音響変換器は、環状の中間ヨーク部１
ａ、内側ヨーク部１ｂ、外側ヨーク部１ｃからなるヨー
ク１と、外側ヨーク部１ｃに、内側ヨーク部１ｂを囲む
ように設けられ、内側ヨーク部１ｂとの間の磁気ギャッ
プを形成する永久磁石３と、磁気ギャップに挿入された
ボイスコイルと、該ボイスコイルを支持する振動板４と
を有する。振動板４は、外側ヨーク部１ｃの内周面に取
り付けられて内側ヨーク部１ｂに向けて延びる外側環状
部４ａ、内側ヨーク１ｂの先端開口部１ｅに対向するよ
うに配置された内側部４ｂ、及び、該内側部と該外側環
状部との間に連結された筒状部４ｃとを有する。振動板
の内側部４ｂは先端開口部に向けて凸状のドーム部を有
する。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環状の中間ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方
向に延びる筒状の内側ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向外周縁から該軸線方向に延
びて、該内側ヨーク部の外周面との間に筒状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨ
ーク部とを有するヨークと、
　該中間ヨーク部から該軸線方向で離れた位置で、該内側ヨーク部を囲むように設けられ
た少なくとも１つの永久磁石であって、該ヨークの半径方向で着磁されて、該内側ヨーク
部の外周面との間に磁気ギャップを形成する少なくとも１つの永久磁石と、
　該筒状空間内において該軸線方向で挿入されて、該磁気ギャップ内を該軸線方向に延び
るようにされた筒状のボイスコイルと、
　該ボイスコイルを支持する振動板であって、該外側ヨーク部の内周面又は該内周面近傍
に取り付けられて該内側ヨーク部に向けて延びる外側環状部、該内側ヨークの先端開口部
に対向するように配置された内側部、及び、該内側部の半径方向外周縁と該外側環状部の
半径方向内周縁との間に連結された筒状部とを有する振動板と
　を有する電気音響変換器。
【請求項２】
　該ヨークの外側ヨーク部は、該内側ヨーク部よりも該軸線方向長さが長く、該永久磁石
が該外側ヨーク部の該内側ヨーク部よりも軸線方向で長くされた部分に取り付けられ、
　該振動板の該外側環状部が、該内側ヨーク部と該外側ヨーク部との間に位置決めされ、
　該振動板の該筒状部が該振動板の外側環状部の半径方向内周縁から軸線方向に延び該ヨ
ークの先端開口部を超えた位置で該振動板の該内側部の半径方向外周縁に連結されている
請求項１に記載の電気音響変換器。
【請求項３】
　該ボイスコイルが、該振動板の該筒状部の内周面に隣接して該振動板の該内側部上に固
定されている請求項２に記載の電気音響変換器。
【請求項４】
　該ボイスコイルが、その軸線方向から見て相互に間隔をあけて対向配置された一対の長
辺部と、該長辺部の両端間を接続する一対の短辺部とを有する平面形状を有し、
　該少なくとも１つの永久磁石が、該ボイスコイルの各長辺部の外側に配置され該長辺部
に対向する棒状の永久磁石と、該ボイスコイルを囲む配置とされ、内側面及び外側面を備
える磁石支持体とを有し、
　該磁石支持体の該内側面に該棒状の永久磁石が固着され、該磁石支持体の外側面が該外
側ヨーク部の内周面に固着されている請求項１乃至３のいずれかに記載の電気音響変換器
。
【請求項５】
　該少なくとも１つの永久磁石が、更に、該ボイスコイルの各短辺部の外側に配置され該
短辺部に対向する棒状の追加の永久磁石を有し、該追加の永久磁石が該磁石支持体の内側
面に固着されている請求項４に記載の電気音響変換器。
【請求項６】
　該振動板の該内側部は該先端開口部に向けて凸状のドーム部を有するようにされている
請求項１に記載の電気音響変換器。
【請求項７】
　該ボイスコイルが、該振動板の該筒状部の外周面に隣接して、該振動板上に固定されて
いる請求項１に記載の電気音響変換器。
【請求項８】
　該ボイスコイルが、その軸線方向から見て相互に間隔をあけて対向配置された一対の長
辺部と、該長辺部の両端間を接続する一対の短辺部とを有する平面形状を有し、該少なく
とも１つの永久磁石が、該ボイスコイルを囲む配置とされ、内周面及び外周面を備える環
状の磁石支持体と、該ボイスコイルの各長辺部に対応する位置で、該磁石支持体の外周面
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と該外側ヨーク部の内周面との間に固着されている永久磁石とを有する請求項１に記載の
電気音響変換器。
【請求項９】
　該ボイスコイルが、その軸線方向から見て相互に間隔をあけて対向配置された一対の長
辺部と、該長辺部の両端間を接続する一対の短辺部とを有する平面形状を有し、該少なく
とも１つの永久磁石が、該ボイスコイルの外側において、該ボイスコイルの各短辺部に対
向して位置する中間部から該短辺部の両側の該長辺部に対向するように延びる一対の伸張
部を有するＵ字状の一対のＵ字状永久磁石を有し、該一対のＵ字状の永久磁石のそれぞれ
の該一対の伸張部の先端が、相互に対向するようにされている請求項１に記載の電気音響
変換器。
【請求項１０】
　該磁石支持体の断面がＬ字形とされ、該棒状の永久磁石が該Ｌ字形に係合するようにし
て該磁石支持体に支持されている請求項４又は８に記載の電気音響変換器。
【請求項１１】
　該外側ヨーク部の該中間ヨーク部から離れた端部に取り付けられ、開口部を備えた底板
を有する請求項１に記載の電気音響変換器。
【請求項１２】
　磁石支持体は軟磁性材から成る請求項４に記載の電気音響変換器。
【請求項１３】
　磁石支持体はプラスチックから成る請求項４に記載の電気音響変換器。
【請求項１４】
　磁石支持体はリング状である請求項４に記載の電気音響変換器。
【請求項１５】
　磁石支持体は、該ボイスコイルの各長辺部の外側に配置され該長辺部に対向する棒状の
永久磁石が固着された一対の棒状の磁石支持体を含む請求項４に記載の電気音響変換器。
【請求項１６】
　環状の中間ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方
向に延びる筒状の内側ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向外周縁から該軸線方向に延
びて、該内側ヨーク部の外周面との間に筒状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨ
ーク部とを有するヨークと、
　該中間ヨーク部から該軸線方向で離れた位置で、該内側ヨーク部の外周面に取り付けら
れた少なくとも１つの永久磁石であって、該ヨークの半径方向で着磁されて、該外側ヨー
ク部の内周面との間に磁気ギャップを形成する少なくとも１つの永久磁石と、
　該筒状空間内に該軸線方向で挿入されて、該磁気ギャップ内を該軸線方向に延びるよう
にされた筒状のボイスコイルと、
　該環状空間の軸線方向外側にあって、ボイスコイルを支持する環状のコイル支持部、該
コイル支持部の半径方向内周縁から該環状空間に向けて立ち上げられた筒状部、該筒状部
の先端開口を閉じ、該内側ヨーク部の先端開口部に対向するように配置された内側部を有
する振動板と
　を有する電気音響変換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スピーカ、レシーバー（イヤホン）、あるいはマイクロフォン等の機能を有
する比較的小型の電子機器に搭載するのに好適な、動電型の電気音響変換器の構造に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像や音声を扱う、携帯電話機その他の小型情報機器は、多機能化がますます進
み、画像情報は大面積を要求され、カメラ等の付加機能も必要とされ、このため、音声用
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の電気音響変換器に対しては音質・音量の双方ともについて厳しい要求があるにもかかわ
らず、より狭いスペースへの取り付けが求められている。
【０００３】
　図１４は、特開２００１－３０９４８７号などに開示のある、そのような電気音響変換
器としてのスピーカの代表的な構造を示している。１は軟磁性材料よりなるカップ状のヨ
ークであって、プラスチック製（非磁性）のフレーム１１内にモールドされている。中央
部には、上下方向に磁化された円板状の永久磁石３と、該永久磁石の上に取り付けられた
軟磁性材料より成る円板状のトッププレート９とが設けられており、トッププレート９の
周縁とヨーク１の上端縁との間の磁気ギャップＧを介して磁気回路が形成されている。
【０００４】
　振動板４は、ほぼ円板状をなす薄いプラスチック板である。該振動板４のリング状の外
周部４ａは、フレーム１１の内壁面に形成された段部に、スペーサー５を介して接着固定
されている。振動板４は、外周部４ａの内側に順に、リング状の外周ドーム４ｂ、細いリ
ング状の平坦部４ｃ、中央ドーム４ｅが形成されている。外周ドーム４ｂと中央ドーム４
ｅは振動板４が音声振動をなすために必要な適度の弾性と剛性を与えるために湾曲されて
おり、更に必要に応じて細かい多数の溝（放射状、リング状、あるいは渦巻状等の浅い凹
凸形状）を形成して弾性や剛性を調節している。
【０００５】
　また平坦部４ｃには円筒状のボイスコイル６が接着固定され、磁気ギャップＧ内に挿入
されている。ボイスコイルの端末線は通常振動板面を這わせて外部に導かれるが、図示は
省略してある。ボイスコイル６に音声電流を流すことにより、磁気ギャップＧ内で上下動
し、振動板４を振動して音響を発する。振動板４の上面を覆うように、金属板等の浅いカ
ップ状に形成されたプロテクター１０が設けられており、該プロテクターには放音孔７が
設けられる。なお、図１４の断面の奥に見えるべきヨーク１の上縁を示す線やボイスコイ
ル６の下縁を示す線は、図面を明瞭にするために図示していない。
【０００６】
　図１５は、特開２００１－１６９３９０号などに開示のある他の構造を有するスピーカ
を示す。基本的な形状構造は図１４に示すものと共通であるが、振動板４はＵ字状の屈曲
部４ｆを有しており、その外面にボイスコイル６が直接巻かれている。このようにするこ
とにより、ボイスコイルの接着工程をなくすことができボイスコイルの位置精度が向上し
、特性・品質が安定するとされている。
【０００７】
　図１６は、特開昭５５－１３５５００号に開示されている更に別の構造を有するスピー
カを示す。このスピーカでは、センターポール１´を有するヨーク１と、該ヨーク１の外
周縁部に設けられた環状のフレーム１１と、該環状フレーム１１の内周面に取り付けられ
た環状の永久磁石２とを有する。永久磁石は、半径方向で着磁されており、その内周面と
ヨーク１のセンターポール１´との間に磁気ギャップＧが形成され、該磁気ギャップ内に
設定されるボイスコイル６は、センターポール１´を囲うように立ち上げられた振動板４
の筒状部分４ｇの周囲に取り付けるようにして設定されている。
【特許文献１】特開２００１－３０９４８７号
【特許文献２】特開２００１－１６９３９０号
【特許文献３】特開昭５５－１３５５００号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図１４に示した電気音響変換器においては、ボイスコイルを振動板の平坦部に接着する
際の位置決め精度が問題となる。位置決め精度が悪いと、磁気ギャップを広く取ることが
必要になり，磁気抵抗が大きくなり、磁気ギャップ内磁束密度を大きくできない。図１５
に示した電気音響変換器においては、ボイスコイルの位置決め精度の問題は解決できるが
、振動板のＵ字状の屈曲部４ｆのために磁気ギャップを狭くするのに限界がある。図１６
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の電気音響変換器においては、ボイスコイルの位置決め精度を高め、磁気ギャップを狭く
することができるが、センターポールの断面積が小さく、ボイスコイルの直径が小さいた
めに、振動板４の振動の中心となる筒状部分４ｇの端面部分の面積が小さく、該ボイスコ
イル６の振動に基づく振動板４の振動の振動量が小さく、従って、音圧（音量）が小さい
ものとなる。
【０００９】
　本発明は、以上のような従来の電気音響変換器を改良することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち、本発明は、
　環状の中間ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方
向に延びる筒状の内側ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向外周縁から該軸線方向に延
びて、該内側ヨーク部の外周面との間に筒状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨ
ーク部とを有するヨークと、
　該中間ヨーク部から該軸線方向で離れた位置で、該内側ヨーク部を囲むように設けられ
た少なくとも１つの永久磁石であって、該ヨーク部の半径方向で着磁されて、該内側ヨー
ク部の外周面との間に磁気ギャップを形成する少なくとも１つの永久磁石と、
　該筒状空間内において該軸線方向で挿入されて、該磁気ギャップ内を該軸線方向に延び
るようにされた筒状のボイスコイルと、
　該ボイスコイルを支持する振動板であって、該外側ヨーク部の内周面又は該内周面近傍
に取り付けられて該内側ヨーク部に向けて延びる外側環状部、該内側ヨークの先端開口部
に対向するように配置された内側部、及び、該内側部の半径方向外周縁と該外側環状部の
半径方向内周縁との間に連結された筒状部とを有する振動板と
　を有するようにされている電気音響変換器を提供する。
【００１１】
　この電気音響変換器においては、振動板の内側部が、内側ヨーク部の先端開口部に対向
するように配置されているので、該内側部での振動が大きいものであっても、該ヨークの
内側ヨーク部との接触が生じにくく、従って、大きな振幅で当該振動板を振動させ、大き
な音圧を得ることが可能となる。
【００１２】
　具体的には、
　ヨークの外側ヨーク部は、内側ヨーク部よりも軸線方向長さが長く、永久磁石が外側ヨ
ーク部の内側ヨーク部よりも軸線方向で長くされた部分に取り付けられ、
　振動板の外側環状部が、内側ヨーク部と外側ヨーク部との間に位置決めされ、
　振動板の筒状部が振動板の外側環状部の半径方向内周縁から軸線方向に延びヨークの先
端開口部を超えた位置で振動板の内側部の半径方向外周縁に連結されるようにすることが
できる。
【００１３】
　振動板の外側環状部を上記位置に設定するようにしたので、永久磁石を中間ヨーク部に
近づけて設定することができ、当該電気音響変換器を薄くすることが可能となる。
【００１４】
　更に具体的には、
　ボイスコイルが、振動板の筒状部の内周面に隣接して振動板の内側部上に固定されるよ
うにすることができる。
【００１５】
　ボイスコイルを振動板の外側部に固着した場合には、振動板を振動する際に、該振動板
の外側部と筒状部との連結部分付近、及び、筒状部と内側部との連結部分付近の２つの部
分で、その振動に伴うたわみが生じるのに対して、ボイスコイルを上記のように設定する
ことにより、振動に伴う振動板のたわみは、主に、振動板の内側部の該ボイスコイルを固
着した部分付近の１つなる。このため、振動板の振動のさいの雑音の発生が生じにくくな
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る。
【００１６】
　ボイスコイルは、その軸線方向から見て相互に間隔をあけて対向配置された一対の長辺
部と、長辺部の両端間を接続する一対の短辺部とを有する平面形状を有し、
　少なくとも１つの永久磁石が、ボイスコイルの各長辺部の外側に配置され長辺部に対向
する棒状の永久磁石と、軟磁性材で作られ、ボイスコイルを囲む形状とされ、内側面及び
外側面を備えるリング状の磁石支持体とを有し、
　磁石支持体の内側面に棒状の永久磁石が固着され、磁石支持体の外側面が外側ヨーク部
の内周面に固着されるようにすることができる。
【００１７】
　ここで、ボイスコイルの平面形状は、矩形状だけでなく長円形又は楕円形のものもふく
むものとする。磁石支持体は、軟磁性材やプラスチックで作ることができる。また、該磁
石支持体は、リング状にしたり、ボイスコイルの長辺部に対向した一対の棒状の磁石支持
体セグメントを含むものとしたりすることができる。
【００１８】
　更に、少なくとも１つの永久磁石が、ボイスコイルの各短辺部の外側に配置され該短辺
部に対向する棒状の追加の永久磁石を有し、該追加の永久磁石が磁石支持体の内側面に固
着されるようにすることができる。
【００１９】
　上記とは逆に、磁石支持体の外周面に永久磁石を固着し、該永久磁石を外側ヨーク部の
内周面に固着しても良い。尚、磁石支持体に対する永久磁石の固着を確実安定にするため
に、該磁石支持体の永久磁石を固着する面をＬ形などとして相互の当接面を増すこともで
きる。
【００２０】
　振動板の内側部は、先端開口部に向けて凸状のドーム部を有するようにすることができ
る。ドーム部を設けることにより、振動板の内側部の剛性を高いものとすることができ、
該内側部の面積を大きなものとすることができ、しかも、内側ヨーク部が筒形で先端に開
口を有しているので、当該内側部が振動するときに該ドーム部と内側ヨーク部との接触が
生じにくく、従って、大きな振幅で当該振動板を振動させ、大きな音圧を得ることが可能
となる。
【００２１】
　また、ボイスコイルは、振動板の該筒状部の外周面に隣接して、該振動板上に固定する
こともできる。
【００２２】
　更に、ボイスコイルが、その軸線方向から見て相互に間隔をあけて対向配置された一対
の長辺部と、該長辺部の両端間を接続する一対の短辺部とを有する平面形状を有し、該少
なくとも１つの永久磁石が、該ボイスコイルの外側において、該ボイスコイルの各短辺部
に対向して位置する中間部から該短辺部の両側の該長辺部に対向するように延びる一対の
伸張部を有するＵ字状の一対のＵ字状永久磁石を有し、該一対のＵ字状の永久磁石のそれ
ぞれの先端が、相互に対向するようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る電気音響変換器の実施形態を添付図面に基づき説明する。
　図１乃至図４は、本発明に係る電気音響変換器としての、スピーカを示している。この
スピーカは、携帯電話などの小型情報機器に適するように全体として扁平な長円形とされ
ている。
【００２４】
　該スピーカは、パーマロイ、軟鉄等の軟磁性材料の板材を絞り加工によって成形したヨ
ーク１と、非磁性材料より成る底板２と、永久磁石３と、振動板４と、ボイスコイル６と
を有する。
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【００２５】
　ヨーク１と底板２は当該スピーカのケーシングを形成している。該スピーカは、それを
取り付ける携帯電話などの小型情報機器のマザーボード（図示せず）上に、底板２を当接
して実装されるが、該底板２をマザーボードの一部により構成することもできる。図示の
例では、底板２には、振動板４が振動する際の背圧を逃がし、振動の抵抗を減ずるための
開口部２ａが設けられている。
【００２６】
　ヨーク１は、図１に示すように、該ヨークの軸線方向で見て、全体として長円形とされ
ている。図２及び図３に示すように、該ヨークは、環状の中間ヨーク部１ａと、該中間ヨ
ーク部１ａの半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方向（図２で見て下方）に延びる
筒状の内側ヨーク部１ｂと、中間ヨーク部１ａの半径方向外周縁から軸線方向に延び、内
側ヨーク部の外周面との間に筒状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨーク部１ｃ
とを有する。内側ヨーク部１ｂの軸線方向中央部分には図１で見て長円形の補強用板１ｄ
が設けられており、該補強用板１ｄにはその長さ方向に沿って複数の放音孔７が設けられ
ている。
【００２７】
　永久磁石３は、外側ヨーク部１ｃにおいて内側ヨーク部１ｂよりも軸線方向で延ばされ
た部分の内周面に固着されており、長円形のリング状とされている。該永久磁石３は、ヨ
ーク１の半径方向（図２及び図３で見て左右方向）で着磁されており、内側ヨーク部１ｂ
の外周面との間に磁気ギャップＧを形成するようになっている。
【００２８】
　振動板４は、外側ヨーク部１ｃの内周面に隣接した位置でスペーサー５を介して永久磁
石３上に固着される端部と、端部から内側ヨーク部１ｂに向けて延びる外側環状部４ａと
、内側ヨーク１ｂの先端（図１で見て下端）開口部１ｅに対向するように配置された内側
部４ｂと、該内側部４ｂの半径方向外周縁及び外側環状部４ａの半径方向内周縁との間に
連結された筒状部４ｃとを有する。振動板４は、その剛性を高めるために、外側環状部４
ａの断面が図１で見て上方に凸状となるようにし、また、内側部４ｂは内側ヨーク部１ｂ
の先端開口部１に向けて凸状のドーム部を有するようにされている。
【００２９】
　ボイスコイル６は、振動板４の筒状部４ｃの外周面に隣接して、外側環状部４ａ下に固
着され、磁気ギャップＧ内を該軸線方向に延びるように設定されている。
【００３０】
　図５は、上記スピーカにおけるヨークの変形例を示している。
　ヨーク１の材質として望ましいパーマロイ材は難加工性材料であり、塑性加工で複雑な
形状を一体成型することは必ずしも容易ではない。そこで、この変形例では、中間ヨーク
部１ａと筒状の外側ヨーク部１ｃとを有するカップ状体１０１と、内側ヨーク部１ｂを有
する筒状体１０２とをそれぞれ別個の板材から成型し、それらをスポット溶接等によって
接合して当該ヨークとしている。ヨーク体１０１には放音孔７が設けられている。
【００３１】
　図６は、本発明の他の実施形態に係るスピーカを示す。このスピーカにおいては、図１
乃至図４に示したスピーカとは異なり、振動板４の外周縁を永久磁石３と外側ヨーク部１
ｃの内周面に設けた段部１ｆとの間に挟持して固定している。必要に応じて接着剤を援用
する。この構造によって、スペーサー５を省略でき、部品点数を減らすと共に振動板４の
位置決め精度も向上させることが可能となる。また、内側ヨーク部１ｂには、図２に示し
たような補強部１ｄを設けずに、該内側ヨーク部１ｂの孔を放音孔７とし、放音孔７の加
工の必要をなくしている。放音孔としての開口面積が大きいので、音響的な抵抗も少ない
という利点がある。
【００３２】
　図７は本発明の他の実施形態に係るスピーカの底面図であり、その特徴を明瞭にするた
めに、底板２、振動板１を取り除いて示してある。このスピーカにおいては、ボイスコイ
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ル６は、相互に間隔をあけて対向配置された一対の長辺部６ａと、該長辺部の両端間を接
続する一対の短辺部６ｂとを有する全体としては細長い形状とされている。また、このス
ピーカにおいては、永久磁石３が、ボイスコイル６の各長辺部６ａの外側に配置され該長
辺部６ａに対向する一対の棒状の永久磁石３ａと、各短辺部６ｂの外側に配置され該短辺
部６ｂに対向する一対の棒状の永久磁石３ｂとから構成されている。永久磁石をこのよう
な棒状の磁石とすることにより、図１乃至図４に示したリング状の１つの永久磁石を用い
たスピーカに比べ、スピーカの製造コストを抑制し、しかも、実質的に同等の特性を有す
るスピーカを実現できる。スピーカのサイズや形状の設計変更の要請にも迅速に対応でき
る利点もある。
【００３３】
　図８は本発明の更に別の実施形態に係るスピーカを示す図７と同様の図である。このス
ピーカにおいては、幅が狭い棒状の永久磁石３ａを、それぞれボイスコイル６の長辺部６
ａに対向配置しており、棒状の軟磁性部材からなる磁石支持体８を介して外側ヨーク部１
ｃの内周面に固着している。
【００３４】
　永久磁石３と磁石支持体８の内外位置を図８と逆にしても同様の特性のスピーカとする
ことができる。この実施形態においては、ボイスコイル６の短辺６ｂの外側には磁石材等
がないので、スピーカの長手方向サイズを減少できる。又は、スピーカの長さに対してボ
イスコイルの長辺部６ａの長さを長くすることができる。
【００３５】
　図９は、他の実施形態に係るスピーカを示す図７と同様の図である。
　このスピーカでは、外側ヨーク部１ｃの内周面に棒状の永久磁石３を２本配置し、これ
ら永久磁石３の内側にリング形の軟磁性部材からなる磁石支持体８を固着してある。この
ようにすることにより、永久磁石３は２本であるにもかかわらず、内側ヨーク部１ｂと磁
石支持体８との間に環状の磁気ギャップＧを形成することができ、ボイスコイル６を効率
よく駆動することが可能となる。
【００３６】
　図１０は更に別の実施形態にかかるスピーカを示す図７と類似の図である。このスピー
カでは、内側ヨーク部１ｂの内周面に、「Ｃ」字型の永久磁石３が固着されている。この
ようにすることにより、図１乃至図４に示した長円形状の永久磁石３を用いたスピーカと
同等の特性を得ることができる。
【００３７】
　図１１は、図８に示したスピーカと類似した構造のスピーカの音響特性を測定した結果
を示したグラフである。入力は０．１７９Ｖｒｍｓ（１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ）の正弦波
で、その音圧出力を記録した。図示のように、ｆｈ（高域で音圧が低下する共振点）がや
や低いが、それ以下の周波数では、当該スピーカが薄型であるにもかかわらず従来のスピ
ーカ同等の音圧レベルを達成できている。
【００３８】
　図１２は本発明の更に別の実施形態に係るスピーカを示す。この実施形態においては、
リング状の永久磁石３を内側ヨーク部１ｂの外周面上に固着したこと、振動板４の筒状部
４ｃは高さを低くして（高さはボイスコイルの高さの数パーセント程度以上あればよい）
ボイスコイル６の位置決めにのみ使用し、磁気ギャップ外に配置したこと、ヨーク１と永
久磁石３を共に振動板４の片側（図１２においては上側）に配置したことが、上述の実施
形態とは異なっている。
【００３９】
　この実施形態においても、ボイスコイルの位置決めを容易にすることができ、スピーカ
の薄型化・小型化や部品点数の最小化が達成できる。
【００４０】
　図１３は、本発明の他の実施形態に係るスピーカを示す図２に類似する図である。
　このスピーカでは、ヨーク１は、図６のスピーカと全体的構成を同じくするが、ボイス
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に固着されている。また、図１３では示されていないが、永久磁石３は、ボイスコイルの
各長辺部６ａの外側で該長辺部に対向するように配置された一対の棒状の永久磁石とされ
ており、該一対の永久磁石は、その外周に配置された（図９に示すような）リング状の磁
石支持体８の内周面に固着されており、当該スピーカの組み立てに際しては、予め、該一
対の永久磁石を該磁石支持体８に固着しておき、それらを一体として組み込むようにする
ことにより、組立作業を容易にできるようになっている。磁石支持体８は、その断面を図
１７に示すようにＬ字型にすることで永久磁石との接触面を増やし、永久磁石を安定した
状態で固着を安定したものにすることが可能である。磁石支持体については、軟磁性体部
材を使用する実施例について記載したが、プラスチック部材を使用することもできる。図
中、１２，１３は、振動板４の外周縁を固定するためのリング状部材であるが、当該電気
音響変換器に落下などのよる衝撃が加わった際に、永久磁石がヨーク側に脱落しないよう
にも働く。リンク状部材１３には傾斜面が設けられており、振動板の振動の妨げとならな
いようにしてある。１４は、外側ヨーク部の外周面に取り付けられたプロテクターである
。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】は、　本発明に係る電気音響変換器としての第１の実施形態としてのスピーカの
平面図である。
【図２】は、図１のII-II線断面図である。
【図３】は、図１のIII-III線断面図である。
【図４】は、図１のスピーカの振動板およびその関連部材の拡大された断面図である。
【図５】は、図１のスピーカのヨークの変形例を示す断面図である。
【図６】は、本発明の第２の実施形態に係るスピーカの図２に類似する断面図である。
【図７】は、本発明の第３の実施形態に係るスピーカの磁気回路を構成する部材を示す底
面図であり、要部を明瞭にするために当該スピーカの底板、振動板は省略して示してある
。
【図８】は、本発明の第４の実施形態に係るスピーカの磁気回路を構成する部材を示す図
７に類似する図である。
【図９】は、本発明の第５の実施形態に係るスピーカの磁気回路を構成する部材を示す図
７に類似する図である。
【図１０】は、本発明の第６の実施形態に係るスピーカの磁気回路を構成する部材を示す
図７に類似する図である。
【図１１】は、本発明に係るスピーカの音響特性図である。
【図１２】は、本発明の第７の実施形態に係るスピーカを示す図２に類似した図である。
【図１３】は、本発明の第８の実施形態に係るスピーカを示す図２に類似した図である。
【図１４】は、従来のスピーカの断面図である。
【図１５】は、従来の他の形式のスピーカの断面図である。
【図１６】は、従来の更に別の形式のスピーカの断面図である。
【図１７】は、磁石支持体の変形例を示す断面図である。
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【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年11月7日(2007.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　環状の中間ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方
向に延びる筒状の内側ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向外周縁から該軸線方向に延
びて、該内側ヨーク部の外周面との間に環状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨ
ーク部とを有するヨークと、
　該中間ヨーク部から該軸線方向で離れた位置で、該内側ヨーク部を囲むように設けられ
た少なくとも１つの永久磁石であって、該ヨークの半径方向で着磁されて、該内側ヨーク
部の外周面との間に磁気ギャップを形成する少なくとも１つの永久磁石と、
　該環状空間内において該軸線方向で挿入されて、該磁気ギャップ内を該軸線方向に延び
るようにされた筒状のボイスコイルと、
　該ボイスコイルを支持する振動板であって、該外側ヨーク部の内周面又は該内周面近傍
に取り付けられて該内側ヨーク部に向けて延びる外側環状部、該内側ヨークの先端開口部
に対向するように配置された内側部、及び、該内側部の半径方向外周縁と該外側環状部の
半径方向内周縁との間に連結された筒状部とを有する振動板と
　を有する電気音響変換器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
　環状の中間ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方
向に延びる筒状の内側ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向外周縁から該軸線方向に延
びて、該内側ヨーク部の外周面との間に環状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨ
ーク部とを有するヨークと、
　該中間ヨーク部から該軸線方向で離れた位置で、該内側ヨーク部の外周面に取り付けら
れた少なくとも１つの永久磁石であって、該ヨークの半径方向で着磁されて、該外側ヨー
ク部の内周面との間に磁気ギャップを形成する少なくとも１つの永久磁石と、
　該環状空間内に該軸線方向で挿入されて、該磁気ギャップ内を該軸線方向に延びるよう
にされた筒状のボイスコイルと、
　該環状空間の軸線方向外側にあって、ボイスコイルを支持する環状のコイル支持部、該
コイル支持部の半径方向内周縁から該環状空間に向けて立ち上げられた筒状部、該筒状部
の先端開口を閉じ、該内側ヨーク部の先端開口部に対向するように配置された内側部を有
する振動板と
　を有する電気音響変換器。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　すなわち、本発明は、
　環状の中間ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方
向に延びる筒状の内側ヨーク部と、該中間ヨーク部の半径方向外周縁から該軸線方向に延
びて、該内側ヨーク部の外周面との間に環状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨ
ーク部とを有するヨークと、
　該中間ヨーク部から該軸線方向で離れた位置で、該内側ヨーク部を囲むように設けられ
た少なくとも１つの永久磁石であって、該ヨーク部の半径方向で着磁されて、該内側ヨー
ク部の外周面との間に磁気ギャップを形成する少なくとも１つの永久磁石と、
　該環状空間内において該軸線方向で挿入されて、該磁気ギャップ内を該軸線方向に延び
るようにされた筒状のボイスコイルと、
　該ボイスコイルを支持する振動板であって、該外側ヨーク部の内周面又は該内周面近傍
に取り付けられて該内側ヨーク部に向けて延びる外側環状部、該内側ヨークの先端開口部
に対向するように配置された内側部、及び、該内側部の半径方向外周縁と該外側環状部の
半径方向内周縁との間に連結された筒状部とを有する振動板と
　を有するようにされている電気音響変換器を提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　ヨーク１は、図１に示すように、該ヨークの軸線方向で見て、全体として長円形とされ
ている。図２及び図３に示すように、該ヨークは、環状の中間ヨーク部１ａと、該中間ヨ
ーク部１ａの半径方向内周縁から該中間ヨーク部の軸線方向（図２で見て下方）に延びる
筒状の内側ヨーク部１ｂと、中間ヨーク部１ａの半径方向外周縁から軸線方向に延び、内
側ヨーク部の外周面との間に環状空間を形成する内周面を有する筒状の外側ヨーク部１ｃ
とを有する。内側ヨーク部１ｂの軸線方向中央部分には図１で見て長円形の補強用板１ｄ
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が設けられており、該補強用板１ｄにはその長さ方向に沿って複数の放音孔７が設けられ
ている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　振動板４は、外側ヨーク部１ｃの内周面に隣接した位置でスペーサー５を介して永久磁
石３上に固着される端部と、端部から内側ヨーク部１ｂに向けて延びる外側環状部４ａと
、内側ヨーク１ｂの先端（図２で見て下端）開口部１ｅに対向するように配置された内側
部４ｂと、該内側部４ｂの半径方向外周縁及び外側環状部４ａの半径方向内周縁との間に
連結された筒状部４ｃとを有する。振動板４は、その剛性を高めるために、外側環状部４
ａの断面が図２で見て上方に凸状となるようにし、また、内側部４ｂは内側ヨーク部１ｂ
の先端開口部１ｅに向けて凸状のドーム部を有するようにされている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　図７は本発明の他の実施形態に係るスピーカの底面図であり、その特徴を明瞭にするた
めに、底板２、振動板４を取り除いて示してある。このスピーカにおいては、ボイスコイ
ル６は、相互に間隔をあけて対向配置された一対の長辺部６ａと、該長辺部の両端間を接
続する一対の短辺部６ｂとを有する全体としては細長い形状とされている。また、このス
ピーカにおいては、永久磁石３が、ボイスコイル６の各長辺部６ａの外側に配置され該長
辺部６ａに対向する一対の棒状の永久磁石３ａと、各短辺部６ｂの外側に配置され該短辺
部６ｂに対向する一対の棒状の永久磁石３ｂとから構成されている。永久磁石をこのよう
な棒状の磁石とすることにより、図１乃至図４に示したリング状の１つの永久磁石を用い
たスピーカに比べ、スピーカの製造コストを抑制し、しかも、実質的に同等の特性を有す
るスピーカを実現できる。スピーカのサイズや形状の設計変更の要請にも迅速に対応でき
る利点もある。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　図１０は更に別の実施形態にかかるスピーカを示す図７と類似の図である。このスピー
カでは、外側ヨーク部１ｃの内周面に、「Ｕ」字型の永久磁石３が固着されている。この
ようにすることにより、図１乃至図４に示した長円形状の永久磁石３を用いたスピーカと
同等の特性を得ることができる。
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