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● シリーズ ●

式の音源2-3個とダイナミック方式の音源1個を
組み合わせて、低音から高音まで音域を広げた
製品も発売されている。

ダイナミック方式では、磁界と電流の相互作
用で振動膜を震わせるので、強い磁力を出す「ネ
オジム磁石」が使われる（表２）。

BA方式では、磁石を小片に加工して使うの
で、磁力は多少劣るものの、加工し易くまた表
面処理無しでも使える「アルニコ磁石」や「サマ
リウム磁石」が採用されている。またヨークに
も鉄ではなく、裸で耐食性のある金属が使われ
ている。なお、アルニコ磁石は減磁し易いので、
磁石厚みとヨークが大きくなっている。　

一方、安価品では、扱い易いフェライト磁
石が使われている。この場合磁力が低いので、
ヨークより磁石の方が大きくなっている。

配線コードとプラグ

周波数の高い音楽信号は、導線中心部では自
己の出す磁界で電気抵抗が増し、電流は表面近
くにしか流れない。これを「表皮効果」という。
したがって、配線コードには、その柔軟性の視
点も含めて、細い線を集めた撚り線が一般に使
われる２）。

イヤホンコードの断面を調べたところ、安価
なモノラル・イヤホンＦは、樹脂芯に銅（Cu）細
線を撚って、２本平行に並べたシンプルな構造
である（図９右）。

イヤホンＥでは、高純度で導電率が高い無酸
素銅（OFC）に、銀（Ag）コートした14本の銅
細線を撚ったリッツ線（表面をエナメルで絶縁
コートした撚り線）が使われている（中）。

この２本とAgコートの無い２本が対称に配置
されている。これを「スターカッド:StarQuad構

はじめに

前回１）は、音源が「ダイナミック方式」のイヤ
ホンについて紹介した。今回は、より小型で繊
細な高音が伝わり、補聴器にも使われている「バ
ランスド・アーマチュア（BA）方式」のイヤホン
と古くからある「マグネティック方式」のモノラル・
イヤホンについて紹介する。

BA 方式のイヤホン２種

１）概要
2010年米国社製のイヤホンＤと15年日本社

製のイヤホンＥの２種を調査した。前者のコード
は着脱式で、曲げて耳の上に沿わして上から装
着するタイプ、後者は耳に差し込むだけのカナ
ル型である。いずれもBA一基のみ搭載である
が、ダイナミック方式より価格は高い（図１）。

透過X線像を見ると、イヤホンＤは樹脂製ケー
スであるが、イヤホンＥは真鍮（黄銅）製で、遮
音性と中高音の再現が良いとされている（図２）。

２）分解して音源部を取りだす
イヤホンＤの樹脂ケースを外すと、開口部の

ある透明な樹脂ユニットが出てくる（図３）。この
開口部根元には、薄い振動板（アルミ合金）が
あり、その上に金属製構造物が載っている。こ
の中央に出た舌先（アーマチュア）には連結ピ
ンが付いており、それが下の振動板の穴に繋
がっている。

一方、イヤホンＥのケースは1.2%の鉛（Pb）
を含む快削黄銅（JIS C3713相当）で、中には
樹脂で固定されたステンレス製の箱が斜めに
入っている（図４）。その箱の底には空気穴、対
面の蓋には大きな穴があり、ここから音が出る。

その蓋を外すと、波状に加工されたステンレ
スの振動板が、鉄（Fe）枠と薄い樹脂膜で保
持されており、その先端突起部は下のアーマ
チュアに連結している。これらステンレス鋼はい
ずれもオーステナイト系（SUS304：19% Cr-
8% Ni）である。

３）イヤホンDの断面と構造
イヤホンＤ音源部の横断面観察、蛍光X線に

よる元素マッピング、EDX組成分析（質量％）
を行った。

断面中央にはFe-44% Ni合金（パーマロイB）
の板がある（図５）。これがアーマチュア（電機子）
と言われるもので、上下の磁石とは僅かな隙間

（約0.15mm）で吸引力が釣り合っている。すな
わちバランスされているので、「バランスド・アー
マチュア（BA）」と呼ばれる。

アーマチュアの 右には 銅線コイルが 巻い
てあり、これに電気信号を流すと、左側の磁
界との作用で振動し、その先端のステンレス

（SUS304）の連結ピンを介して、Al-Mg合金
（5000系）の薄い振動板を震わせ、音を出す
ことになる。

アーマチュア上下の磁石にはアルニコ磁石（Fe-Al-
Ni-Co合金）が使われている。古くから高級スピーカ
やレコード針の検出部に使われた鋳造磁石である。

構造物の枠はFe-54% Ni合金で、磁石から
出た磁束の通り道（ヨーク）を作っている。アー
マチュアの右端は左右に分かれ、180度曲げ
戻って、その枠に溶接され、磁界が外に出ない
よう、閉磁回路になっている。

４）イヤホンEの断面と構造
イヤホンEのアーマチュアも、Dと同じくパー

マロイB（PB）である。パーマロイとは透磁率
が高いFe-Ni合金のことで、その中でもPB（Fe-
45% Ni）は飽和磁束密度（Bs）が高いため（1.5
テスラ）、多くの磁束を通すことができる。また
透磁率（μ）も純鉄の10倍以上あるので、微小
なコイル電流にも敏感に磁化して振動すること
になる。

コイルと磁石の配置はイヤホンDと同じで
あるが（図６）、磁石はサマリウム・コバ ルト

（SmCo5）、ヨークは強磁性のフェライト系ステ
ンレス鋼（SUS430：17％ Cr）となり、より小
型になっている。今回、振動板はSUS304であっ
たが、高音域用にはアルミ合金が使われている。

いずれのBAイヤホンも、アーマチュアの剛性

と磁石の吸引力をバランスさせて配置すること
で、僅かな電流でアーマチュアが敏感に動く仕
組みとなっていて、消費電力が低い。

モノラル・イヤホン 1 種

昔懐かしく、現在は百円ショップで販売され
ているモノラル・イヤホンの透過X線像、分解
部品、断面の蛍光X線像を調査した。　

中央には、銅線コイルが亜鉛めっき鋼板の成
形突起部に巻かれ、その周囲には円筒状のフェ
ライト磁石が配置されている（図７、８）。この磁
石でステンレス円板（SUS430）を貼り付けた
樹脂板を引きつけている。

この場合も、ある力のバランスで磁石と距離
を置いているので、「マグネティック型」あるいは

「一磁極型BA」とも呼ばれる。コイルに電気が
流れると、磁力が変化して振動板を震わせ、音
を出す。構造は大変シンプルである。寸法は大
きいが、人の声を聴くには十分である。

音を出す３方式と磁石

音発生の３方式についてまとめてみよう（表
１）。前回紹介した「ダイナミック方式」は重厚
感のある音が得意で、ヘッドホーンやスピーカで
広く使われている。「バランスド・アーマチュア（BA）
方式」は高音で繊細な音に特徴がある。専門誌
では、女性ヴォーカルの息遣いや気配感まで伝
わると評されている。

５万円台の高級なイヤホンでは、このBA方

造」と言い、電流の行き帰りで磁界が打ち消し
合い、重低音が安定するらしい。

また、AgはCuより６%導電率が高いので、
Agコートは表皮電流の抵抗を下げ、高音域の
再生に効果があるとされている。

一方、イヤホンDでは、同軸ケーブルの「シー
ルド構造」で、信号損失の低減と万全の外部ノ
イズ対策がなされている（左）。また銅線は細線
だけでなく、板状の銅平線が樹脂芯に螺旋に巻
かれた線が内外各2本使われている。この理由
と効果は不明である。

中級品以上のイヤホンで採用されている「金
めっきＬ型ステレオミニプラグ」の断面も調べて
みた。2.4% Pb快削黄銅（C3601相当）の３
極構造で、薄い金めっき下地には、厚いニッケル

（Ni）めっきがしてある。この下地は光沢維持と
Cuの拡散防止のためと言われている（図１０）。

まとめ

日頃、何気なく使っている製品も、分解し
て調べていくと、それぞれの材料には意味があ
り、それらを選び、組立てた技術者たちの「思
い」が感じられる。

BA方式では、高度で精密な技術を要するが、
超小型で消費電力が低いので、今後聴覚機器の
新しい世界を開くものと期待される。
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asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm
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表１　イヤホン音源３方式の特徴
方式 音源部 得意音域 特徴（イヤホン）

ダイナミック コイル
（Cu） 中・低音 一般的

（Ａ、Ｂ、Ｃ）
バランスド・

アーマチュア
磁性金属板

（パーマロイB） 高音域 小型（Ｄ、Ｅ）
＊補聴器に使用

マグネティック 磁性金属板
（SUS） － 安価品

（Ｆ：モノラル）

表２　永久磁石の種類と特徴
磁石種類 組成（質量% ) 特徴 イヤホン

ネオジム磁石 Fe-20Nd-
9Pr-1B

磁力：1.3T ◎
耐食性：Ｘ*

ダイナミック
（Ａ、Ｂ）

サマリウム磁石
（SmCo5）

Co-31Sm 磁力：1.0T ○
耐食・加工性：○

ＢＡ
（Ｅ）

アルニコ磁石
（Alnico-8）

Fe-7Al-13Ni- 
37Co-3Cu- 7Ti

磁力：0.8T ○**
耐食・加工性：○

ＢＡ
（Ｄ）

フェライト磁石 Fe-O
（酸化鉄）

磁力：0.45T △
耐食・加工性：◎

安価品
（Ｃ、Ｆ）

組成はEDX分析値、磁力は残留磁束密度：Br（テスラ）
*表面処理が必要、**保磁力が低いので減磁し易い
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図７ モノラル イヤホンＦの分解
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図７．モノラル・イヤホンＦの分解
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図８．モノラル・イヤホンＦの組成分析

磁石が振動板を引きつけている。コイルに電流を流して、
磁力を変えることで振動板を震わせる。
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図１０．ミニプラグ
の断面

３極構造になっている。

の断面

図1　ＢＡ方式イヤホン２種類
価格帯（重量）Ｄ:2万円（2ｇ）、Ｅ:8千円（3.5ｇ）

図5　イヤホンＤの組成分析
磁石とヨークで構成する磁気回路の僅かの隙間に
アーマチュア（パーマロイＢ）が配置されている。

図3　イヤホンＤの分解
左下図で、アーマチュアが磁石の間から出て、その
先の連結ピンが下の薄い振動板に繋がっている。 図4　イヤホンＥの分解

音源箱のふたを開けると振動板があり、その左突起
部は下のアーマチュアに連結している。

図7　モノラル・イヤホンFの分解

図8　モノラル・イヤホンFの組成分析
磁石が振動板を引きつけている。コイルに電流を流
して、磁力を変えることで振動板を震わせる。

図9　イヤホンコードの断面
Ｄの導線は同軸シールド配置、Ｅは４線対称配置、Fは２線平行配置である。
Ｄのコードには耳上にフィットさせるステンレスワイヤが付いている。Ｅは
からまり防止のため、溝入り断面になっている。

図10　ミニプラグ
　　　の断面
3極構造になっている。
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図6　イヤホンＥの組成分析
アーマチュアは、サマリウム磁石の間にあり、右にコイルが
ある。模式図でヨーク（SUS430）は省略している。
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図2　Ｘ線透過像
Ｄのケースは樹脂製、Ｅは快削黄銅製である。

Cu平線：螺旋巻
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