
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも垂直方向に着磁された磁石と前記磁石の下面に固着されたボトムヨークと前
記磁石の上面に固着された平板状のプレートとで形成され前記プレートと前記ヨーク間で
磁気空隙を形成する磁気回路と、

に
設けた平面状の振動板 スピーカにおいて、前記磁石の幅が前記プレートの
幅より大きく、前記磁石の上面が少なくとも前記磁気空隙側で露出した構成としたスピー
カ。
【請求項２】
　ボトムヨークの側面にアウターヨークを備え、プレートの外周面と前記アウターヨーク
の内周面とで直線状の磁気空隙を形成した請求項１に記載のスピーカ。
【請求項３】
　最内周に配置されたコイルの内側間の距離が磁石の幅よりも小さい請求項２に記載のス
ピーカ。
【請求項４】
　ボトムヨーク上に同形状の第１の磁石と第２の磁石を並列に設け、その上にそれぞれ同
形状の第１のプレートと第２のプレートを設け、ボトムヨークの第１および第２の磁石間
にセンターポールを備え、前記第１および第２のプレートのそれぞれ１辺の内周面と前記
センターポールの外周面とで２つの同形状の直線状の磁気空隙を設けた請求項１に記載の
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スピーカ。
【請求項５】
　最外周に配置されたコイルの外側間の距離が２つの磁石の内周面間の距離よりも大きい
請求項４に記載のスピーカ。
【請求項６】
　中心にセンターポール、外周部には環状のアウターヨークを備えたボトムヨークと、こ
のボトムヨーク上に装着された環状の磁石と環状のプレートと、前記プレートの内周面と
センターポールの外周面で第１の磁気空隙を、前記プレートの外周面とアウターヨークの
内周面とで第２の磁気空隙を、同心円状に形成した請求項１に記載のスピーカ。
【請求項７】
　第１の磁気空隙において最外周に配置されるコイルの外側間の外径が磁石の内径より大
きく、第２の磁気空隙において最内周に配置されるコイルの内側間の内径が前記磁石の外
径よりも小さい請求項６に記載のスピーカ。
【請求項８】
　環状のセンターポールを設けたボトムヨークと、このセンターポールの内周に装着され
た円柱状の第１の磁石とこのセンターポールの外周に装着された環状の第２の磁石と、第
１の磁石上に装着された円板状の第１のプレートと第２の磁石上に装着された環状の第２
のプレートとで構成し、それぞれ前記第１のプレートの外周面と前記センターポールの内
周面とで第１の磁気空隙を形成し、前記第２のプレートの内周面と前記センターポールの
外周面とで第２の磁気空隙を同心円状に形成した請求項１に記載のスピーカ。
【請求項９】
　第１の磁気空隙において最内周に配置されるコイルの内側間の内径が第１の磁石の外径
より小さく、第２の磁気空隙において最外周に配置されるコイルの外側間の外径が第２の
磁石の内径よりも大きい請求項８記載のスピーカ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は各種音響機器に使用される動電型スピーカに関するものであり、特に２０ｋＨｚ
以上の高音域を再生できるスピーカに係るものである。
【０００２】
【従来の技術】
通常、高音再生用のスピーカはツィータと呼ばれ、最近になり高音質化のため２０ｋＨｚ
以上の音楽ソースを再生するＤＶＤオーディオ、スーパーオーディオが登場し、ツィータ
も２０ｋＨｚ以上、望ましくは１００ｋＨｚまでの再生が求められている。また、音響機
器全体の小型化に伴い、あらゆるスピーカも小型化の流れにある。
【０００３】
ここで、従来の技術を図５のツィータの構造断面図により説明する。
【０００４】
同図によると、１はドーム状振動板であり、この振動板１の外周部はほとんどの場合、振
動板１と一体で成形されたロール状のエッジ２を介してフレーム３に保持されている。
【０００５】
この振動板１のドーム形状終端部にはボイスコイルボビン４が固着され、このコイルボビ
ン４の下部に巻回されたボイスコイル５が固着されている。
【０００６】
一方、上記フレーム３の内側にヨーク６、磁石７、プレート８で構成された磁気回路９が
設けられ、プレート８の外周部とヨーク６の内周部で形成された磁気空隙１０にボイスコ
イル５が非接触で吊され、ボイスコイル５に流れる音楽信号等の駆動電流によりボイスコ
イルボビン４がピストン運動し、振動板１が振動し、音波が放射されるものである。
【０００７】
しかしながら、こうした構造では、ボイスコイル５の駆動力が周波数が高いほどボイスコ
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イルボビン４で減衰し、さらに通常振動板１とボイスコイルボビン４は接着剤で固着され
るため、接着剤部位の減衰も加わり、２０ｋＨｚ以上の高音を再生するには課題が多かっ
た。
【０００８】
こうした高域での駆動力減衰という課題を解決する手段としてツィータ構造を変更したリ
ーフツィータと呼ばれるものが提案されている。
【０００９】
ここに従来のリーフツィータを図６（ａ）～図６（ｄ）により説明する。図６（ａ）は要
部である振動板の上面図、図６（ｂ）は要部である磁気回路の上面図、図６（ｃ）は（ｂ
）のＡ－Ｂ断面図、図６（ｄ）はリーフツィータの構造断面図である。同図によると、フ
ィルム２０とパターンコイル２１と、コイル２１の存在しない部位を固定するための枠２
２で振動板２３は構成さ　れ、さらにボトムヨーク２４とアウターヨーク２５とプレート
２６と磁石２７と、プレート２６の外周面とアウターヨーク２５の内周面で構成された２
本の磁気空隙２８で構成された磁気回路２９を有している。ここで、磁気空隙２８の上面
側にパターンコイル２１が存在するように振動板２３を配置し、フレーム３０で振動板２
３と磁気回路２９を固定する。また、磁気回路２９と振動板２３の間には絶縁緩衝材３１
を挿入して構成することが一般的である。
【００１０】
リーフツィータはこうした構成をとることで、コイル２１に音楽信号である電気入力が印
加されるとフィルム２０と一体となったコイル２１に駆動力が発生するため、コイル２１
の駆動力が減衰することなくフィルム２０を駆動して音波を放射し、２０ｋＨｚ以上の音
波を再生することが有利なツィータとなるものである。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のリーフツィータは、
（１）　磁気空隙２８の幅はパターンコイル２１のそれより同等以上ある必要があり、一
般的なツィータのそれと比べて数倍広くなる宿命がある。磁気空隙２８が広いと磁束密度
が低下する。さらに、こうした構造ではコイル２１に作用する磁束は磁気空隙２８の上方
であるため、最も磁束が集中する磁気空隙２８内の磁束を利用できないため、構造的に磁
気回路２９の効率が良くない。
（２）　スピーカとしての再生音圧は磁気空隙２８の磁束密度の大きさに比例するため、
音圧を確保するには磁石２７を大きくする必要がある。また磁石２７を大きくすることは
、磁石２７上面に固着されるプレート２６も拡大し、ボトムヨーク２４、アウターヨーク
２５を拡大することとなり、磁気回路２９の巨大化につながり、昨今のスピーカの小型化
トレンドにそぐわないものとなる。
という課題を有するものであった。
【００１２】
本発明は、上記課題を解決するもので、小型磁気回路ながら再生音圧を十分に確保できる
、優れたスピーカを提供するものである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載のスピーカは、少なくとも垂直方
向に着磁された磁石と前記磁石の下面に固着されたボトムヨークと前記磁石の上面に固着
された平板状のプレートとで形成され前記プレートと前記ヨーク間で磁気空隙を形成する
磁気回路と、

に設けた平面状の振動
板 スピーカにおいて、前記磁石の幅が前記プレートの幅より大きく、前記
磁石の上面が少なくとも前記磁気空隙側で露出した構成としたものであり、前記磁石の幅
が前記プレートの幅よりも大きく、前記磁石の上面が少なくとも前記磁気空隙側で露呈す
る構成としたスピーカとすることで、磁気回路を巨大化することなく磁石体積を拡大し、
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しかも、磁束を上方へ集中させる構成にでき、磁気回路を小型高効率化できるものである
。
【００１４】
本発明の請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の磁気回路の構成を直線状磁気空隙を
２本有するものとすることでリーフツィータを構成できるものである。
【００１５】
本発明の請求項３に記載の発明は、請求項２に記載のスピーカの最内周に配置されたコイ
ルの内側間の距離を磁石の幅よりも小さくしたもので振動板のコイル配置を最適化してス
ピーカの能率向上を図るものである。
【００１６】
本発明の請求項４に記載の発明は、請求項１に記載のスピーカをボトムヨーク上に同形状
の第１の磁石と第２の磁石を並列に設け、その上にそれぞれ同形状の第１のプレートと第
２のプレートを設け、ボトムヨークの第１および第２の磁石間にセンターポールを備え、
前記第１および第２のプレートのそれぞれ１辺の内周面と前記センターポールの外周面と
で２つの同形状の直線状の磁気空隙を設けたものであり、２本の直線状磁気空隙を有する
スピーカにおいて２つの磁石を用いて小型高効率磁気回路を実現するものである。
【００１７】
本発明の請求項５に記載の発明は、請求項４に記載のスピーカの最外周に配置されたコイ
ルの外側間の距離が２つの磁石の内周面間距離よりも大きいものとして、振動板のコイル
配置を最適化してスピーカの能率向上を図るものである。
【００１８】
本発明の請求項６に記載の発明は、請求項１に記載のスピーカを中心にセンターポール、
外周部には環状のアウターヨークを備えたボトムヨークと、このボトムヨーク上に装着さ
れた環状の磁石と環状のプレートと、前記プレートの内周面とセンターポールの外周面で
第１の磁気空隙を、前記プレートの外周面とアウターヨークの内周面とで第２の磁気空隙
を、同心円状に形成した構成とすることで、振動板の面積を増大し、且つ小型の磁気回路
で構成できる円形のスピーカを提供できるものである。
【００１９】
本発明の請求項７に記載の発明は、請求項６に記載のスピーカにおいて、第１の磁気空隙
は最外周に配置されるコイルの外側間の外径が磁石の内径より大きく、第２の磁気空隙は
最内周に配置されるコイルの内側間の内径が前記磁石の外径よりも小さく設定したもので
、振動板のコイル配置の最適化を図り、スピーカの能率向上を図るものである。
【００２０】
本発明の請求項８に記載の発明は、請求項１に記載のスピーカを環状のセンターポールを
設けたボトムヨークと、このセンターポールの内周に装着された円柱状の第１の磁石とこ
のセンターポールの外周に装着された環状の第２の磁石と、第１の磁石上に装着された円
板状の第１のプレートと第２の磁石上に装着された環状の第２のプレートとで構成し、そ
れぞれ前記第１のプレートの外周面と前記センターポールの内周面とで第１の磁気空隙を
形成し、前記第２のプレートの内周面と前記センターポールの外周面とで第２の磁気空隙
を同心円状に形成したもので、小型ながら２つの磁石を使用して、強力な磁気回路を構成
するとともに、振動板の駆動部を２つ設け大出力のスピーカの提供を可能としたものであ
る。
【００２１】
本発明の請求項９に記載の発明は、請求項８に記載のスピーカを第１の磁気空隙において
最内周に配置されるコイルの内側間の内径が第１の磁石の外径より小さく、第２の磁気空
隙において最外周に配置されるコイルの外側間の外径が第２の磁石の内径よりも大きくし
たものであり、振動板のコイル配置の最適化を図り、スピーカの能率向上を図るものであ
る。
【００２２】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明のスピーカの一実施の形態について図１（ａ）から図４（ｃ）により説明す
る。
【００２３】
なお、説明にあたって従来技術と同一部分は同一番号を付して説明を省略して説明する。
【００２４】
（実施の形態１）
本発明のスピーカの一実施形態を図１（ａ）～図１（ｄ）のリーフツィータにより説明す
る。図１（ａ）は要部である振動板の上面図、同図（ｂ）は同要部である磁気回路の上面
図、同図（ｃ）は（ｂ）のＡ－Ｂ断面図、同図（ｄ）はスピーカの構造断面図である。
【００２５】
なお、本実施の形態は請求項１および請求項２および請求項３を説明するものである。
【００２６】
同図によると、振動板２３はフィルム２０とパターンコイル２１と、コイル２１の存在し
ない部位を固定するための枠２２で構成され、さらにアウターヨーク２５を設けたボトム
ヨーク２４とこの上に装着された垂直方向に着磁された磁石２７とこの上に装着されたプ
レート２６およびプレート２６の外周面とアウターヨーク２５の内周面で構成された２本
の磁気空隙２８を有する磁気回路２９を具備している。
【００２７】
　ここで、磁気空隙２８の上面側にパターンコイル２１が存在するように振動板２３を

配置し、フレーム３０で振動板２３と磁気回路２９を固定す
る。また、磁気回路２９と振動板２３の間には絶縁緩衝材３１を挿入している。
【００２８】
従来技術との相違点は、磁石２７の幅がプレート２６のそれよりも拡大した構造をとって
いることである。
【００２９】
これまで通常リーフツィータの場合には、一般的なツィータの磁気回路（図５参照）の延
長線上で考えられ、磁気空隙２８内に磁束を集中させるため、少なくとも磁石２７の幅と
同じプレート２６を固着し、アウターヨーク２５の磁気空隙２８側の形状を凸状にして、
１．磁束を磁気空隙２８へ集中させていた。
２．アウターヨーク２５内の磁気的飽和状態を作り出し、磁束を少しでも上方へ飛散させ
ていた。但し、下方へも飛散するため磁石２７からの磁束をコイル２１の存在する磁気空
隙２８上方へ効率よく集めることはできなかった。
【００３０】
本実施の形態の構成とすることで、
（１）　磁石２７の上面において、磁石２７から放出される磁束の磁路は２通り存在する
。すなわち、プレート２６の存在する部位においては磁石２７から放出された磁束はプレ
ート２６内を通過し、アウターヨーク２５の内周面および上面へと流出する磁路が形成さ
れる。一方、プレート２６の存在しない露出した部位からの磁束は着磁方向より上方へ放
出され、アウターヨーク２５の内周面および上面へと流出する磁路になる。したがって、
従来のリーフツィータ用磁気回路よりも磁束は磁気空隙２８の上方側へ集中することにな
り、磁気空隙２８上に配置されるコイル２１での磁束密度が高まり、スピーカとしての能
率が向上する。
（２）　さらに、プレート２６は薄くでき、薄くすることでプレート２６の磁気飽和を利
用して磁束を上方側へ放出できるため（従来と異なり下方へは放出されない）磁気空隙２
８上に配置されるコイル２１での磁束密度が高まり、スピーカとしての能率が向上する。
（３）　磁石２７の幅を拡大しても磁気回路２９全体を拡大する必要が無い。よって小型
で強力な磁気回路とすることができる。
（４）　従来と同一の磁石２７を用いても、プレート２６の幅を磁石２７のそれより小さ
くすることで前記理由から磁気回路２８を強力にできる。
（５）　アウターヨーク２５の磁気空隙２８側の形状を凸状等の加工が不要となり、ボト
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ムヨーク２４、アウターヨーク２５の加工、部品コストの低減、さらには磁気回路２９の
全高の低減になる。
という利点がある。
【００３１】
さらに、リーフツィータでは振幅量は小さく、薄いプレート２６を用いても振動板２３が
磁石２７の上面には衝突しないため、図示したように、最内周に配置されたコイル２１の
内側間の距離を磁石２７の幅よりも小さくすることで、限られた磁気空隙２８内でコイル
２１を数多く配置し、コイル２１の線長とコイル２１に曝される磁束密度の積で決定する
駆動力を大きく取り出して、スピーカとしての十分な能率向上を実現できる。
【００３２】
（実施の形態２）
本発明のスピーカの他の実施の形態を図２（ａ）～図２（ｃ）のリーフツィータにより主
として請求項４および請求項５について説明するものである。なお、実施の形態１と同一
部分は同一番号を付し、説明を省略して説明する。
【００３３】
図２（ａ）は本発明の他の実施の形態の要部である磁気回路の上面図、同図（ｂ）は（ａ
）のＡ－Ｂ断面図、同図（ｃ）はリーフツィータの構造断面図を示す。なお、振動板は実
施の形態１と全く同じものを使用する。
【００３４】
同図によると、実施の形態１との相違点は磁気回路２９ａの形状である。同一垂直方向に
着磁された磁石２７ａを２つ用い、磁石２７ａの上下面それぞれにボトムヨーク２４とプ
レート２６ａを固着し、ボトムプレート２４の中央に設けたセンターポール２５ａの外周
面とプレート２６ａの内周面とで磁気空隙２８ａを形成している。
【００３５】
本構成をとることで、磁石２７ａの上面において、磁石２７ａから放出される磁束の磁路
は２通り存在する。すなわち、プレート２６ａの存在する部位においては磁石２７ａから
放出された磁束はプレート２６ａ内を通過し、センターポール２５ａの内周面および上面
へと流出する磁路が形成される。一方、プレート２６ａの存在しない露出した部位からの
磁束は着磁方向より上方へ放出され、センターポール２５ａの内周面および上面へと流出
する磁路になる。したがって、磁束は磁気空隙２８ａの上方側へ集中することになり、磁
気空隙２８ａ上に配置されるコイル２１での磁束密度が高まり、スピーカとしての能率が
向上する。
【００３６】
磁石２７ａを２つ使用し、より強力なリーフツィータ用磁気回路２９ａを構成することで
実施の形態１と同様に小型高効率な磁気回路を構成できるものである。
【００３７】
さらに、図２（ｃ）に示すように最外周に配置されたコイル２１の外側間の距離が２つの
磁石２７ａの内周面間距離よりも大きい振動板２３とすることで、限られた磁気空隙２８
ａ内に効果的にコイル２１を数多く配置できるため、実施の形態１と同様、スピーカとし
ての能率向上を実現できる。
【００３８】
（実施の形態３）
本発明のスピーカの他の実施の形態を図３（ａ）～図３（ｄ）により主として請求項６お
よび請求項７について説明する。なお、本実施の形態は円形状のスピーカであり、形態は
実施の形態１，２と異なるが同一機能部分については便宜上同一番号を付して説明する。
【００３９】
図３（ａ）は要部である振動板の上面図、図３（ｂ）は要部である磁気回路の上面図、図
３（ｃ）は（ｂ）のＡ－Ｂ断面図、図３（ｄ）はスピーカであるリーフツィータの構造断
面図である。
【００４０】
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同図によると、これまでの実施の形態との相違点は、振動板２３および磁気回路２９の形
状が円形状であることと、振動板２３が２つの振動部に分かれ、かつ磁気空隙２８が２つ
あることである。
【００４１】
上記相違点を中心に本実施の形態を説明する。
【００４２】
スピーカとしての能率は振動板２３の面積に比例するので、振動面積を大きくとることが
望ましい。しかしながら、リーフツィータでは従来構造およびこれまでの実施の形態では
振動板２３の面積を拡大すると、必然的に磁気空隙２８が拡大してしまう。磁気空隙２８
が拡大すると磁束の通り路である磁路中の磁気抵抗が増大するので磁束密度が低下して、
スピーカとしての能率を低下させる。
【００４３】
そこで、振動板２３の面積を増大しながら、磁気空隙２８の幅を広げないため、磁気回路
２９を図３（ａ）～図３（ｄ）に示すように２つの磁気空隙を有する構成とし、磁石２７
の幅をプレート２６のそれより拡大し、更なる能率向上を図っている。
【００４４】
本発明の構成とすることで、中心側の磁気空隙２８と外側の磁気空隙２８の両者に対して
、磁石２７の上面において、磁石２７から放出される磁束の磁路は２通り、すなわち４通
り存在する。まず、中心側の磁気空隙２８に対し、
▲１▼　プレート２６の存在する部位においては磁石２７から放出された磁束はプレート
２６内を通過し、センターポール２５ａの内周面および上面へと流出する磁路が形成され
る。
▲２▼　プレート２６の存在しない露出した部位からの磁束は着磁方向より上方へ放出さ
れ、センターポール２５ａの内周面および上面へと流出する磁路になる。
【００４５】
次に、外側の磁気空隙２８に対し、
▲３▼　プレート２６の存在する部位においては磁石２７から放出された磁束はプレート
２６内を通過し、アウターヨーク２５の内周面および上面へと流出する磁路が形成される
。
▲４▼　プレート２６の存在しない露出した部位からの磁束は着磁方向より上方へ放出さ
れ、アウターヨーク２５ａの内周面および上面へと流出する磁路になる。
【００４６】
したがって、磁束は磁気空隙２８の上方側へ集中することになり、２つの磁気空隙２８上
に配置されるそれぞれの２つに分割された振動板２３にプリントされたコイル２１での磁
束密度を有効的に高めることができるので、スピーカとしての能率が向上する。
【００４７】
さらに、図示したように、中心側の磁気空隙２８において最外周に配置されるコイル２１
の外側間の外径が磁石２７の内径より大きく、外側の磁気空隙２８において最内周に配置
されるコイル２１の内側間の内径を磁石２７の外径よりも小さい振動板２３とすることで
、限られた磁気空隙２８内に効果的にコイル２１を数多く配置できるため、これまでの実
施の形態と同様、スピーカとしての十分な能率向上を実現できる。
【００４８】
（実施の形態４）
本発明のスピーカの他の実施の形態を図４（ａ）～図４（ｃ）のリーフツィータにより主
として請求項８および請求項９について説明するものである。なお、実施の形態３と同様
に実施の形態１と同一部分には同一番号を付して説明する。
【００４９】
図４（ａ）は要部である磁気回路の上面図、同図（ｂ）は（ａ）のＡ－Ｂ断面図、同図（
ｃ）はスピーカであるリーフツィータの構造断面図である。なお、振動板は実施の形態３
と同形態のものを使用している。
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【００５０】
実施の形態３との相違点は、磁気回路２９の構造である。２つの磁石２７ｂを用いて、２
つの磁気空隙２８の磁束密度を効果的に高めている。
【００５１】
上記相違点を中心に本実施の形態を説明する。同一垂直方向に着磁された円板状および環
状の磁石２７ｂを用い、これら２つの磁石２７ｂの下面にボトムヨーク２４を固着し、磁
石２７ｂの上面側にはそれぞれ円板状および環状のプレート２６ｂを固着する。ここで、
円板状の磁石２７ｂの直径は円板状のプレート２６ｂのそれよりも大きく、環状の磁石２
７ｂの内径は環状のプレートの内径よりも小さく設定され、２つの磁石２７ｂはそれらの
上面の一部が露出され、ボトムヨーク２４に設けた環状のセンターポール２５ａの内周面
と円板状のプレート２６ｂの外周面とで磁気回路２９の中心側に磁気空隙２８ｂを形成し
、さらにセンターポール２５ａの外周面と環状のプレート２６ｂの内周面とで磁気回路２
９の外側にもうひとつの磁気空隙２８ｂを形成している。
【００５２】
本構成をとることで、中心側の磁気空隙２８ｂに対して、中心側に配置する円板状磁石２
７ｂから供給される磁束の磁路は２つに分割して考えられ、外側の磁気空隙２８に対して
、外側に配置する環状磁石２７ｂから供給される磁束の磁路も２つに分割して考えられる
。まず、中心側の磁気空隙２８ｂに対し、
▲５▼　円板状のプレート２６ｂの存在する部位においては円板状の磁石２７ｂから放出
された磁束はプレート２６ｂ内を通過し、センターポール２５ａの内周面および上面へと
流出する磁路が形成される。
▲６▼　円板状のプレート２６ｂの存在しない露出した部位からの磁束は着磁方向より上
方へ放出され、センターポール２５ａの内周面および上面へと流出する磁路になる。
【００５３】
次に、外側の磁気空隙２８ｂに対し、
▲７▼　環状のプレート２６ｂの存在する部位においては磁石２７ｂから放出された磁束
はプレート２６ｂ内を通過し、センターポール２５ａの外周面および上面へと流出する磁
路が形成される。
▲８▼　環状のプレート２６の存在しない露出した部位からの磁束は着磁方向より上方へ
放出され、センターポール２５ａの外周面および上面へと流出する磁路になる。
【００５４】
したがって、磁束は磁気空隙２８ｂの上方側ヘ集中することになり、２つの磁気空隙２８
ｂ上に配置されるそれぞれの２つに分割された振動板２３にプリントされたコイル２１で
の磁束密度を有効的に高めることができるので、スピーカとしての能率が向上する。
【００５５】
さらに、図３（ａ）～（ｃ）に示したように、中心側の磁気空隙２８ｂにおいて最内周に
配置されるコイル２１の内側間の内径が円板状の磁石２７ｂの外径より小さく、外側の磁
気空隙２８ｂにおいて最外周に配置されるコイル２１の外側間の外径が環状の磁石２７の
内径よりも大きい振動板２３とすることで、限られた磁気空隙２８ｂ内に効果的にコイル
２１を数多く配置できるため、これまでの実施の形態と同様、スピーカとしての十分な能
率向上を実現できる。
【００５６】
なお、これまでの実施の形態に図示した磁気回路２９を除くフレーム３１等は磁気回路２
９の小型高効率化とは直接関係無いために一例を示したまでであり、他の形状でもよい。
【００５７】
また、実施の形態３および４では磁気回路２９、振動板２３を円形として図示して説明し
てきたが、これを例えば矩形としてもよく、本発明の主旨を損なうものでないことは言う
までも無いことである。
【００５８】
【発明の効果】
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以上のように、本発明のスピーカは、垂直方向に着磁された磁石と、磁石の下面に固着さ
れたボトムヨークと、磁石上面に固着された平板状のプレートと、プレートとヨークで磁
気空隙を形成する磁気回路において、磁石の幅がプレートの幅よりも大きくとり、磁石の
上面が少なくとも磁気空隙側で露出した構造をとることで、磁気回路の小型高効率化が図
れ、小型リーフツィータの能率向上を実現できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）本発明のスピーカの一実施の形態の要部である振動板の上面図
（ｂ）同要部である磁気回路の上面図
（ｃ）（ｂ）のＡ－Ｂ断面図
（ｄ）同断面図
【図２】（ａ）本発明の他の実施の形態の要部である磁気回路の上面図
（ｂ）（ａ）のＡ－Ｂ断面図
（ｃ）同断面図
【図３】（ａ）同スピーカの他の実施の形態の要部である振動板の上面図
（ｂ）同要部である磁気回路の上面図
（ｃ）（ｂ）のＡ－Ｂ断面図
（ｄ）同断面図
【図４】（ａ）同スピーカの他の実施の形態の要部である磁気回路の上面図
（ｂ）（ａ）のＡ－Ｂ断面図
（ｃ）同断面図
【図５】従来のツィータの断面図
【図６】（ａ）従来のツィータの他の構造であるリーフツィータの要部である振動板の上
面図
（ｂ）同要部である磁気回路の上面図
（ｃ）（ｂ）のＡ－Ｂ断面図
（ｄ）同断面図
【符号の説明】
２０　フィルム
２１　コイル
２２　枠
２３　振動板
２４　ボトムヨーク
２５　アウターヨーク
２５ａ　センターポール
２６，２６ａ，２６ｂ　プレート
２７，２７ａ，２７ｂ　磁石
２８，２８ａ　磁気空隙
２９，２９ａ　磁気回路
３０　フレーム
３１　絶縁緩衝材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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