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● シリーズ ●

向に力（F）が働く（図８）。すなわち電流の大
きさと向きに応じて振動膜が上下に振動し、音
が発生する。
磁界が強いほど、また電流が大きいほど、力

は大きくなる。また、力（F）は質量（m）と
加速度（a）の積であるから、コイルが軽いほ
ど振動膜の応答性が良いことになる。

永久磁石について

カタログによると、イヤホンAのネオジム
磁石の最大磁気エネルギー積（BHmax）は
300kJ/m3（37.5MGOe）となっている。こ
の磁気エネルギー積は磁石から引き出せる最大
の磁力の強さを表している。
上位機種では440kJ/m3のネオジム磁石が

使用されているので、ボイスコイルに作用する
磁界はより強く、同じ電流に対し、より大きな
力が発生し、振動膜の応答性が良くなる。
エネルギー分散型X線（SEM-EDS）の半定

量分析によると、希土類元素はNd以外にプラ
セオジム（Pr）が、またBではさらにガドリニ
ウム（Gd）が含まれていた（表１）。Pr含有は
Ndとの原料分離コスト削減のためである。
イヤホンBでもネオジム磁石が使用されてい

るが、磁力が保証されておらず、また鋼板が薄
いため磁界は弱い。イヤホンCではフェライト
磁石なので発生磁界がさらに弱くなる。　

ボイスコイルの材質

A、Bのボイスコイルにはアルミ線に純銅を
被覆したクラッド線2)が使用されていた（図９）。
アルミニウムの電気伝導率は銅の62％であ
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デジタル化の中で音質と選曲は変わった。画
面に軽く触れるだけで、耳に入れた小さなイヤ
ホンから澄み切った音色が聞こえる。もうノイズ
に悩まされることは無い。
それにしてもイヤホンは安価な付属品から数

万円の品まで色々ある。「何が違うのだろうか？」
との疑問からこの調査は始まった。

音色と構造の違い

１）使った上での違い
最も普及しているダイナミック方式のイヤホ

ン３種類を調査した。この音発生方式は大型ス
ピーカーやヘッドホンと同じである。
イヤホンAは実勢価格約5,000円、Bは約

1,000円で、いずれも「カナル型」である（図１）。
カナルとは外耳道のことで、耳の穴に深くイヤホ
ンを差し込んで使用するので、音漏れが少ない。
イヤホンCは飛行機内などで配布されるもの

で、寸法は少し大きく、「インナーイヤー型」と
言われるものである。
試聴したところ、いずれも人の話し声では差

はないが、交響曲などを聴くと差がわかり、A
＞B＞＞Cの順に、より繊細で奥行きのある音質
を感じることができる。

２）音源部を見る
イヤーピースを外し、さらに樹脂製の音導管

を外すと、音源である透明で薄いポリマー製の
振動膜（ダイヤフラム）が出てくる（図２）。振動
膜上の茶または赤色のリングはその裏側にボイ
スコイル（後述）があることを示しており、その
コイルからは２本の細い導線が出て、孔を通し
て裏側の基板電極に繋がっている。

３）X線透過像
X線透過像を撮ると、比重の大きい金属部分

が白く見える。イヤホンAとBは中央に孔のある
同心円構造で、中央の円盤と外周リングの間に
薄くリングが見える（図３）。これがボイスコイル
である。一方イヤホンCでは中央孔はなく、導線
は外周フレームの孔を通って裏側に繋がってい
る。
横から見ると、音源部の後ろには樹脂基板が

あり、２つのはんだ電極からコードが出て、ひと
巻きして外部電源に繋がっている。

４）断面の構造
イヤホンを樹脂に埋め込み、中央断面の構造

観察（図４）と蛍光X線による組成分析を行った。
イヤホンAとBのドライバー（駆動）部は、ネ

オジム永久磁石（Nd-Fe-B合金）を鋼板（ポー

ルピース：Fe）と鋼板成形品（フレーム）で挟み、
中央孔部を黄銅製リング（Cu-Zn合金、非磁性
体）で締め付けた構造になっている。
蛍光X線分析によると（図５）、Aのネオジム磁

石は厚く、またニッケル／銅（Ni/Cu）めっきさ
れているが、Bの磁石は薄く、亜鉛（Zn）めっき
されている。ZnめっきはFeに対し犠牲防食作
用はあるがNdに対しては無いので、日本では使
われないめっき法である。
一方イヤホンCの磁石はストロンチウム・フェ

ライト磁石（Sr-酸化鉄）で、ポールピースは無く、
フレームに接着剤で張り付けられている。
鉄部はいずれもZnめっき鋼板であるが、その

板厚はA＞B＞Cの順に厚い。厚い方がより多く
の磁束を通すことができる。
後方のハウジングは、Aではアルミニウム（Al）

が使われている。樹脂より剛性が高いので、明
るく澄んだ中高音が再生できるらしい。上位機
種には黄銅製（Cu-Zn）があり、より迫力のあ
る音が楽しめるというが、それだけ重くなる。B、
Cのハウジングは樹脂製である。

振動膜の前面には低音のバランスをとるための
レジスター（厚み0.1mmの円板）がある。これは
Cu-Ni-Zn合金（洋白、洋銀）製である。五百円
硬貨に使われている合金で、耐食性が良い。ボイ
スコイル部にはCuとAlが検出されている。

５）ドライバー部の構成部品 
黄銅の締め付け部品を外すと、イヤホンA、B

はボイスコイル付きの振動膜、五円玉状のポー
ルピース、孔開き磁石、フレームで構成されて
いる。特に、Aでは振動膜の周囲は黄銅製リン
グがあり、しっかりした構造になっている。
一方イヤホンCは円柱状磁石とフレームで、

ポールピースは無い（図６、表1）。

音の出る仕組み

イヤホンAの音源部模式図を図７に示す1)。
永久磁石のN極から出た磁束は、ポールピース
に集められ、ポールピース側面の円筒状空間に
放射状の磁界を形成し、フレームを介して永久
磁石のS極に戻る。その円筒状磁界空間に、振
動膜の下に付いたリング状のコイルが浮いた状
態で配置されている。
これがボイスコイルと呼ばれるもので、これ

に電流が流れると「フレミング左手の法則」に
より、磁界（B）と電流（I）の両方に直角な方

るが、比重は銅の1/3なので、同じ電気抵抗に
対し重量は半分になり、それだけ膜の応答性は
良くなる。しかし、アルミニウムははんだ付け
性が悪いので、銅を被覆したアルミ線が使われ
ているわけである（表２）。
ボイスコイルの形状を比較すると、イヤホン

Aのコイルは整列した２層巻きで、かつ振動方
向のコイル高さが長くなっている（図10）。
Aでは、厚くて強力な磁石を使用して、大き

な磁界空間と長いコイル可動範囲をつくってお
り、それだけ大きな電流に対しても、安定して
忠実に音が再現されることを意味している。こ
れに対し、B、Cのコイルの巻き姿は均一では
なく、またBの可動範囲は短い。

まとめ

ダイナミック方式イヤホン３種類を比較し
た。普通の音楽を聴く限り、大きな差は無いが、
一つ一つの部品や組み立て方には大きな差があ
り、高級品はしっかりした構造になっていた。
値段に差がある理由がわかる。
次回は、バランスド・アーマチュア（BA）

方式の少し高級なイヤホンについて紹介する。
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図1　調査対象のイヤホン３種類
価格帯－ A: ５千円、 B:千円、 C:無料品
重　量－ A:6g  B:3g  C:1.6g

図２　イヤホンの音源部
音導管を取ると、振動膜とその裏に赤茶色のリング
があり、そこから2本の導線が出ている。A,B中央部
は締め付け部品。

図４　イヤホンの断面画像
A、Bのドライバー部はポールピース、磁石、フレームの構成になってお
り、その外側の円筒状空間に振動膜に付いたボイスコイルがある。

図３　X線透過像
A、Bでは中央に五円玉状のポールピースがあり、そ
の外に薄いリング（ボイスコイル）と濃いリング（フ
レーム）がある。

図５　イヤホンAの蛍光X線分析
Ni/Cuめっきされたネオジム磁石が、Znめっき鋼板で挟まれ、中央部が黄銅で締め
られている。音の出口にあるレジスターは洋白、ハウジングはAlである。

図8　フレミング左手の法則
磁束と電流の両方に直角な方向に力が働く。
力F = 電流I x 磁束B である。

表１　構成部品の寸法、重量	（t:厚み）
イヤホンA イヤホンB イヤホンC

磁石

ネオジム磁石 ネオジム磁石 フェライト磁石
20%Nd-9%Pr
-Fe-B

18%Nd-4%Pr
-7%Gd-Fe-B Sr-Fe-O

Ni/Cuめっき Znめっき 裸
1.2mmt-0.25g 0.8mmt-0.16g 2.1mmt-0.32g

鋼板＊ 0.65/0.65mmt 0.3/0.4mmt 無し/0.2mmt

ボイス
コイル

φ50μm φ46μm φ34μm
15% Cu-Al線 20% Cu-Al線 Cu線

Gd含有磁石（イヤホンB）は日本では造られていない。
＊：ポールピース厚み/フレーム厚み

図6　ドライバーの構成部品
ボイスコイルの導線は、A,Bでは中央の孔を、Cでは
フレームの孔を通して裏側の電極につながっている。

図7　音源部の模式図（イヤホンＡ）
鋼板の間に円筒状の磁界空間ができ、そこに振動膜
下部のボイスコイルが配置されている。

図9　コイルの断面のSEM像（イヤホンA）
銅クラッドアルミ線が三角突起で等間隔に巻かれ、
樹脂で固められている。

表2　銅クラッドアルミ線の性質2)

比重 導電率＊ 相対重量 はんだ性
銅(Cu) 8.89 100 1 良好
アルミ(Al) 2.70 62 0.50 難
15% Cu
クラッドAl線 3.63 67 0.61 良好

＊：％ IACS（銅を基準にした電気伝導度）
相対重量：同一電気抵抗での重量

図10　ボイスコイルと磁界空間
Aのボイスコイルは整列した2重巻きで、また狭い磁界
空間の中央に配置されていて、可動範囲は長い。
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●お問合せはこちら

https://www.nstec.nipponsteel.com/contact2/

