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スキャンニング振動メータ   C5
KLIPPEL アナライザ・システムのハードウェアとソフトウェアモジュール 

 
特長  

• トランスジューサの形状構造と 

メカニカル振動を測定 

• 振動状態のビジュアル化 

• 音圧出力への寄与 

• 指向性パターンの予測 

• 放射モードと 

サーキュラー・モードの分離 

• アクティブな放射コーン領域の分析

• スピーカ不良の検出  
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スキャンニング振動メータ（SCN）は、コーン、ダイアプラム、パネルとエンクロジャの形状的なデータとメ

カニカル振動の非接触測定が可能な測定システムです。１軸の回転アクチュエータと 2 軸のリニアアクチュエー

タにより、被測定スピーカ上のユーザ定義グリッド（φ、r、z）にレーザ変位センサを動かし、スピーカを励起

し、それぞれの測定ポイントでオーディオ・バンド（<25kHz）のレスポンスとスペクトラムを収集します。収

集された振動データは、他の FEA/BEA アプリケーション用にエクスポートあるいは SCN ソフトウェアで解析

されます。 新画像処理技術により、関連情報のエンファンス、ノイズ抑圧、ストロボスコープ・ビデオのよう

な振動のアニメーション化が行われます。ファーフィールドでの音圧出力と指向性パターンが計算され、振動表

面上のそれぞれの振動ポイントの寄与がビジュアル化されます。ソフトウェアはクリティカルな振動パターンを

表示し、放射とサーキュラー・モードを分離するために分解技術を使います。 

 
Article Numbers: 
 

SCN振動メータ 
SCN分析ソフトウェア 
SCN 形状測定 

2510-001 
2510-010/2510-011 (USB Dongle) 
2510-020 
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原理 
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SCN振動メータは、スピーカ、マイクロ・スピーカ、ヘッドホン、その他の電気音響あ

るいは電気メカ二カルトランスデューサ専用です。振動メータは、変位レーザ・セン

サ、ディストーション・アナライザDA2、テストスピーカをあらかじめ整形されたスイ

ープ信号で励起し信号収集とスペクトラム解析をおこなう伝達関数モジュール

（TRF））等のKLIPPELアナライザ・システムの標準モジュールを使用します。スキャ

ンニング・ハードウェアは極座標でターゲットの表面をスキャンするための2軸のリニア

アクチュエータを持つ１軸のターンテーブルと極座標でターゲット表面をスキャンする

コントロール・ハードウェアを使用します。 
 
スキャンニング振動メータは、半空間サウンド・フィールドの任意のポイントでの音圧

出力の予測、メカニカル振動のアニメーションとビジュアル化を実行するSCN分析ソフ

トウェアに、振動データとコーンの幾何学データを提供します。新しい分解技術は、放

射モードとサーキュラー・モード、そしてSPL出力と関係する振動コンポーネントを表

示します。分析のターゲットは振動と放射の間の相互作用についてより良い理解を得る

ことになります。 
 
SCN形状測定（KLIPPELスキャンニング振動メータへアドオン）は、測定されたコーン

の形状データを高精度のdxfフォーマットで提供します。これは、品質管理での形状的な

変化をチェックするのに、サードパーティのソフトウエアを使いFEAを実行することで

設計の選択を調査に、役に立つかもしれません。KLIPPELアナライザ・ソフトウェアの

材料パラメータ測定モジュールMPMが、コーンとサスペンション材料のEモジュラスと

損失係数を提供します。 
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SCN 振動メータ 
3D スキャナ 

φ 

r   

z 

 

transducer sensor 

 
1 軸の回転(φ)および２軸のリニ

ア・アクチュエータ(r, z)を持つメ

カ二カル・スキャンニング・シス

テム 

ほとんどの電気音響トランスデューサ

は、1 方向（z 方向にダイアグラム、コ

ーンまたはパネルを励起するモータを１

つ使っています。この方向の変位の測定

は、目標表面の 2 方向（半径 r と角度

φ）をスキャンする変位センサを使い、

達成できます。被測定物のトランスデュ

ーサはターンテーブル（φ座標）で回転

し、リニア・アクチュエータ（r 座標）

でシフトします。レーザを z 方向の光学

的距離 Vd に調整するために、さらにア

クチュエータが必要となります。 

モータコントロール  
 
 
 

モータコントロールは３D スキャナー

のコントロールユニットです。USB イ

ンターフェース経由でコンピュータを

接続すると、スキャンニングとビジュ

アル化ソフトウエア（SCN）がユニッ

トをコントロールし、次のビジュアル

化のために測定結果を収集します。組

込み MPU がソフトウエアのためにス

キャンニング・ハードウエアの位置情

報を提供し、各軸を動作させる組込み

3 種類のステップモータドライバをコ

ントロールします。 

変位センサ 

三

角測量の原理にもとづく変位センサ 

 

スピーカコーン振動の光学的測定（ス

キャンニング振動測定）もドップラ・

インターフェロメトリの代替として費

用の安いレーザ三角測量技術を使って

出来ます。三角測量センサは一次的な

変位を提供するので、十分なＳＮ比で

25kHz までの崩壊モードを測定するに

は高度な信号処理が必要となります。

ボイスコイルの変位は質量（mass）
が支配的である共振周波数より上で

は、オクターブ当り 12dB 減少しま

す。すなわち、定電圧によるサイン波

スイープでは共振周波数 fs =20Hz で

xpeak（fs）=1mm を発生しますが、

20kHz では 10-6mm（1nm）ピーク変

位のみとなります。 
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信号の整形 
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平均化された変位信号  

 
共振周波数より上での変位の減少は、高い

周波数成分が反対に強調される信号を用い

て補正できます。振幅はコンスタントでな

くて、0.1mVから10Vrmsまで周波数とも

に二次曲線的に上がります。 
 
同じ信号で2n回測定を繰り返し、測定され

た変位レスポンスを平均化するとＳＮ比は

3*n dBまで改善されます。 
 
 
信号の整形により、共振（約100Hz）での

変位は高い周波数での振幅（約0.5μm）と

同じオーダになります。ノイズフロアは十

分なS/N比（>40dB）となる5nmにとどま

ります。 
 

 

変位の伝達関数 
 

KLIPPEL
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ダストキャップとサラウンドで測定された

伝達関数|Hx(s)| 
 

 
信号の整形により、三角測量レーザの出力

信号はターゲット･ポイントの加速と対応

します。整形は詳細な解析には関係がない

ので、変位X(s)を信号の電圧U(s)
（0dB=1mm/V）に対して伝達関数H
（s,r）=X（s）/U(s)を計算するのが便利で

す。 

 

 

グリッドとスキャンニ

ングパス 
 

 
スキャンニングは外側の縁から始まり内

側に進みます。 

ターゲットは、ターンテーブルと放射アク

チュエータにより極座標(γ、φ)でスキャン

されます。 
グリッドは特に関心のあるエリアで十分な

分解能を得るために自動的にまたは手動で

生成が出来ます。スキャンニング処理はシ

ーケンシャル（連続の）なステップで実行

されます。 
 

a) 一定角度φ（50ポイント）でのプロ

ファイルスキャン 
b) 調査スキャン（450ポイント） 
c) 詳細スキャン（3200ポイント） 
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スキャンニング・モード 
 
レーザセンサの高さは次のモードに従いスキャンニング処理中に自動的に調整。 
 
• Normal Scan ノーマルスキャン 
このモードではレーザヘッドの 適な高さは、スキャンニング処理中に認識される

ターゲット対象物の構造から計算されます。このモードでは、レーザはコーン・プ

ロファイルのスロープに追随し、サラウンドより低い位置にあるダストキャップの

測定を可能にします。このモードはコーンの角度は60°以下であり、20mmより大き

なステップがないと仮定します。このモードはほとんどのトランスジューサ（ドラ

イバ）で有効であり、ウーファー系で推奨されます。 
 
• Flat Scan フラット・スキャン 
このモードではレーザヘッドの垂直位置は、スキャンニング中は変化しません。こ

のモードは測定される形状構造の一番高い確度を持ちます。ツィータ、マイクロメ

ータ、幾何的な変動が10mm以下のパネルに推奨されます。 
 
• Floating Scan フローティング・スキャン 
このモードではレーザヘッドの垂直位置は、常に 少値より上にとどまります。こ

のモードは、ターゲットとレーザヘッドの間にガラス板が置かれている真空チェン

バ内で動作するトランスジューサの変化を測定するために必要です。 
 

更に、危険なスキャンニング半径の仕様がノーマルとフロート・スキャンニン

グ・モードでは、コーンのクリティカルなスポットを指定して使用できます。

これらの危険な半径においてレーザの垂直位置は絶対的に安全な値にのみ調整

されます。 

 

形状測定 

 

詳細なスキャンニング・モードが形状測定のみに用意されています。ここでは、ト

ランスジューサの駆動は必要とせず、測定時間は大幅に減ります。 

  

 

 

 

機器構成 

 

SCN振動メータは次のコンポーネントから構成されます。 
・ ３Dスキャナ（3個のアクチュエータが変位センサを極座標で動かす） 
・ スキャンニング・コントロールハードウエア 
・ スキャンニング・コントロールソフトウエア 
・ ケーブル 
Klippelアナライザシステムのモジュール 

・ レーザ変位センサG32 
・ ディストーション・アナライザ DA2 
・ TRF 伝達関数モジュール 
その他 

・パワーアンプ 
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SCN 解析ソフトウエア 
  

SCN解析ソフトウエアは振動デ

ータの視覚化のため 適化され

ます。このソフトウエアはSCN
振動メータの結果（データファ

イル）のみが必要で、デスクト

ップのUSBドングルで実行され

ます。 

 

データ処理  
測定された振動と形状データは 適な可視化のために用意されます。 
補間法： 
光学的な分解能は測定ポイントの間を補間することで良くなります。 

a)オリジナルデータ（744ポイント）、b)補間されたデータ（2000ポイント）、c)補間されたポイ

ント（10000ポイント）、d-f）上の写真に陰影をつけたもの 
 
スムージング： 
振動データのノイズは2次元スムージングにより抑圧されます。 
 

 
a)オリジナル振動データ、b)中程度のスムージング、c) 大スムージング 
 
 
エラー補正： 
測定エラーは検出でき、補正技術で取除くことができます。 
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a) オリジナル振動データ、 b) エラー補正を適用、c) スムージングを適用、d) ビジュアル分解能

を増加 

 

 

測定された形状構造からコーンの 3 次元表示が作成され、各測定ポイントでの振動は

純粋なコーンの幾何構造にオフセットして重畳されるようにイラストされます。振動

位相をそれぞれの測定ポイントで単位円の周りを回転させると、コーン動作の連続的

なアニメーションが作成されます。わずかな振動を視覚的に強調するために、重畳オ

フセットの振幅は手動で増やすことができます。 

 
3Dアニメーション 
 

 

形状のみ 

 

 
 

小さい振動を持つ形状  

振動の強調 

 

3 次元コーン表面の色は異なる振動特性を表示するのに使われます。振動ポイントの

瞬時振幅に従ってあるいは瞬時位相に従って配色を選択することができます。簡単に

プリントするためにモノクロームの表示も選択できます。 

配色スキーム 

 

青色と赤色はそれぞれ正と負の変位（位相）,
色の強度は相対的な変位（振幅）を表わしま

す 

 

黄色と赤色は正と負の変位（位相の

み）を表わします 

 

2D プロット ２D プロットは振動データが測定された形状の上にプロジェクトされて提供されます。

カーソルはクリティカルな振動モードを特定し、ノード間の距離を mm で測定するの

に使われます。  
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振動の振幅は、ブルーの色強度が 小と 大

の振動（ノード）領域を明らかにするように

表さられます。  

振動の位相は黄色と赤色で表されま

す。  

コーン変動のプロフ

ァイル  

 
2次元プロットは角度(0 <ϕ < 360 o )毎に測定されたターゲット表面のプロファイルを

mmで、そして重畳された振動パターンを表示します。振動のモードとノードの位置は

より簡単に求められます。 

 r = 0.0 mm, phi = 0.0°  

コーン上のポイント

の振動 

 
コーンプロファイルのカーソル（青色）はコーンのポイントを選択するために、mm/V
で測定された変位の伝達関数を表示します。 
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形状データと振動データを使い、レイリー方程式にもとずきポイント r(ro,φ, θ)でフ

ァーフィールドでの SPL レスポンスが予測されます。  
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指向性パターン 
 

音圧モデリングはサウンド放射の指向性

を評価するためにも使われます  

 

任意の選択された周波数で、コーンの上

の半球上のポイントのトータル音圧が求

められ、極座標プロットで表示されます

 
 

分析と分解 

 

トータル成分 

コーン振動は新しいデータ分解技術により分析のために特別な関連を持つシングルコ

ンポーネントに分離できます。トータル振動は放射成分と円周成分に分解され、別々

に分析することができます。それぞれの成分で発生される音圧は別々に評価すること

もできます 

circradtotal xxx +=  

放射とサーキュラ

ー・モード 

 

放射成分 
 

サーキュラ成分 
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2 番目の分解技術はあるリスニングポイント r(γo、φ、θ)におけるトータル音圧への

寄与に応じて振動成分を分離できる能力を持ちます。 

ofoutantiintotal xxxx −++=  

同相 

成分 

逆同相 

成分 

直交  

成分 

振動の同相成分はリスニングポイントにおける音圧に寄与します。振動の逆相成分は

音圧出力を減少させます。直交成分はニアフィールドでキャンセルされる正と負の体

積速度を発生し、リスニングポイントでのトータル音圧には寄与しません。 

 

音圧出力に関連した

分解 

トータル出力のSPL周波数レスポンスは同位相と逆位相成分と比較することができま

す。 

KLIPPEL
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上のダイアグラムの点線の逆位相成分は、コーンが破壊される前(< 2 kHz)に非常に低

い SPL 出力を生じます。6kHz で逆位相成分はリスナ位置でのトータル SPL 出力の中

にディップ起こす同位相成分とほとんど等しくなります。 

r(ro,ϕ,θ) 

SPL

放射 

トータル振動 
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アクセレーション 

レベル 

 
コーン表面モーションの積算アクセレーション・レベルを見ることはEigen周波数（自

然周波数）とコーンのEigenモード（自然モード）メカ二カルダンピングの良い表示で

す。真のコーン振動と実際の音圧放射をすばやく比較できるように、トータルアクセレ

ーション･レベルはトータル音圧レベルと関連して表示されます。 

アクセレーション・レベルは例えば、音を発生しませんがある量の振動エネルギーを

構成している直交成分の振動レベルを調べるためにディコンプレション技術と組合せ

ることができます。 

KLIPPEL
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同相と逆相成分はアクセレーション･レベルと音圧レベルでは常に等しくなります。 

 

データのインポートとエキスポート 

スキャンデータ スキャンプロセス（振動データ、コーン寸法、ステータス情報）のすべての結果は

KLIPPEL SCN フォーマットにストアされ、SCN 分析を行うベースとなります。  

全カーブを dB-Lab SPL モデリングとアクセラレーション・レベルのすべての結果のカーブを、dB-Lab を

使ってオープンできる Klippel データベースファイルへエキスポートします。 

単一カーブ クリップボードを使い、KLIPPEL から MATLAB と dB LAB ソフトウエアに簡単にイン

ポートできるテキストベース・フォーマットでモデル化された音圧カーブと振動振幅を

エキスポートします。 

画像と映像 すべてのグラフオブジェクトは単一画像(bmp, jpg, png, vectorgraphics)として、アニメ

ーションの場合動画ファイルとして、エキスポートできます。圧縮されたビデオストリ

ームが作成され、一般的な動画プレーヤで見ることができる AVI ビデオフォーマットで

セーブされます。 

形状と振動データの

エキスポート 
スキャンされた表面（極あるいはデカルト座標）のジェオメトリと振動データ（ポイン

ト r における端子電圧と変位の伝達関数）はモジュール SCN Geometry Measurement 
を使ってエキスポートすることが出来ます。 

 
 

SCN Geometry Measurement(形状測定) 
高精度形状スキャン

ニング 

SCN Geometry Measurementモジュールは、高精度で一方からスキャンされる３Dオブジ

ェクトの形状を提供するためにSCN分析ソフトウエアにアドオンされるオプションで

す。 このデータはスピーカ開発と品質管理のために非常に有用です。 
例として 
１． 仕様がわからないスピーカ部品（コーン、ホーン形状）の形状を測定 
２． 品質管理での生産サンプルあるいはR&Dのプロトタイプの形状をチェック 
３． FEA分析のための入力を提供 

形状のエキスポート DXF(Drawing Exchange Format)に高精度で測定された形状をエキスポート  
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3 種類の DXF エキスポートオプションがサポートされます：  
1. 3D Faces: 測定されたコーンの表面を再生するために、メッシュにすべてのポ

イントが接続されます。 
2. Lines: コーンの表面は測定されたポイントを接続する一本のラインで与えられ

ます。  
3. Points: 測定ポイントのみが DXF エキスポートに含まれます。 
 

形状と振動のエキス

ポート 
形状と振動データのエキスポートは ASCII フォーマットのテキストファイルにエキスポ

ートすることが出来ます。データは、エンファンスド・サウンド放射モデリング(BEA)
と他のポスト処理のために使用することが出来ます。形状は極座標(angle φ, radius r, 
height z)あるいはデカルト座標(x,y,z)で用意されます。振動データは端子における電圧

U(f)と各測定ポイントにおける変位 X(f) mm 表示の間の伝達関数 Hx(f)=X(f)/U(f) で用意

されます。伝達関数は振幅レスポンス(0dB = 1mm /V)と位相レスポンス(rad).になりま

す。 

次のオプションがあります: 

1. 生データのエキスポート：オリジナルデータはいずれの補正も適用することな

く用意されます。  

2. 補間補正されたデータのエキスポート：SCN Analysis Software は、光学エラ

ーが認識されるとエラー補正を適用するためとデータをスムージングするため

に、失われたデータポイントを補間補正するのに使用されます。 

例； 

;Klippel 3D Scanner Data 
;driver.asc 
;Created: 20.05.2008 15:17:15 
;########################################## 
;Measurement Points (geometry) 
;Format: i x_i y_i z_i 
;i = point number from 1 to n 
;x_i = coord x of point i in millimeter (accurracy 0.05mm) 
;y_i = coord y of point i in millimeter (accurracy 0.05mm) 
;z_i = height of point i in millimeter (accurracy 0.05mm) 
; 
1 0 0 4.1 
2 0 2.5 4.25 
3 -0.65 2.41 4.15 
4 -1.25 2.17 4.05 
5 -1.77 1.77 3.9 
6 -2.16 1.25 3.8 
7 -2.41 0.65 3.7 
8 -2.5 0 3.65 
9 -2.41 -0.65 3.6 
10 -2.17 -1.25 3.55 
; 
;############################ 
;Measurement Data 
;Format: Frequency = fj 
;Format: i x_i(f_j) p_i(f_j) 
;i = point number from 1 to n 
;x_i(f_j) = displacement amplitude of point i, frequency j in dB - [mm/V] 
;p_i(f_j) = displacement phase of point i, frequency j in Radian 
; 
Frequency=140.63 
1 -7.124 -0.53407 
2 -7.08 -0.52461 
3 -7.058 -0.52497 
4 -6.97 -0.53189 
5 -7.224 -0.53094 
6 -7.324 -0.52497 
7 -7.271 -0.53329 
8 -7.227 -0.52956 
9 -7.268 -0.52895 
10 -7.203 -0.53399 
Frequency=187.5 
1 -12.806 0.15132 
2 -12.763 0.1524 
3 -12.753 0.13918 
4 -12.607 0.14999 
5 -12.85 0.15638 
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6 -12.862 0.15395 
7 -12.882 0.14751 
8 -12.828 0.14894 
9 -12.845 0.14988 
10 -12.91 0.1522 
 

 

構成 
必要なコンポーネント スキャンニ

ング+ 分析 
分析のみ 形状測定 

スキャンニング振動メータのコンポーネント    
スキャンニング ハードウエア (ターンテーブル付) x - x 
モータコントロール (スキャンニングコントロール) x - x 
    

ソフトウエア モジュール    
SCN 分析ソフトウエア x - x 
SCN 分析ドングルソフトウエア - x - 
    

必要な Klippel-R&D-システム    
ディストーション・アナライザ (DA2) x - x 
TRF-モジュール x - x 
レーザ Keyence G32 / G82 x - x 
ドングル - x - 
    

追加機器    
アンプ x - x 

 

リミット 

DUT 

パラメータ 記号 小 ティピカル 大 単位 
大直径 D   76 cm 

高さ
 H   33 cm 

質量 M   70 kg 
コーンプロファイルのステップ    25 mm 
光学表面特性 いずれの色にも広く反射する材質（透明部の白いコ―ティング

と高い反射材料が推奨されます） 
ターゲットアプリケーション トランスジューサ専用 (ウーファ、ツィータ、マイクロスピー

カ、圧縮ドライバ、ヘッドホーン)  
 

スキャンニング ハードウエア 

パラメータ 記号 小 ティピカル 大 単位 
センサ 非接触三角法変位センサ 
レーザ保護クラス Class II, eye-safe, visible 

CAUTION !    Laser Radiation ! 
直接あるいは間接 (例えば反射) 的な目へのビームの照射は避け

てください。 
スキャンニング グリッド 極座標系 (ϕ, r) 、tan 
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垂直レーザ位置 ( DUT5
の高さに一致) z 0  305 mm 

スタンド間の自由空間 ( DUT の直径に一致)5
d   760 mm 

水平シフト (スキャンされる円の半径) r 0  300 mm 
ターンテーブルの角度 ϕ 0  360 degree 
z 位置のエラー Δz  10 30 μm 
r 位置のエラー Δr  10 30 μm 
ϕ 位置のエラー Δϕ  0.2 0.5 degree 
測定された形状の誤差 ( 0 < z < 10 mm)1 

  5  μm 
スキャンニングスピード

2 
  0.3 1 points/s 

プロファイルスキャン時間(50 ポイント) 3    10  min 
調査スキャンの時間 (450 ポイント) 3   1  H 
詳細スキャンの時間 (3200 ポイント) 3   8  H 
形状スキャンのみの時間 (3200 ポイント) 3   5  H 

Keyence LK-G32 d 25 30 35 / 31.84 mm レーザの動作距離 
Keyence LK-G82 d 65 80 / 684 95 / 714 mm 

センサ出力 ターゲットの ac-変位、ターゲットへの距離 
小周波数変位信号 fmin 0   Hz 
大周波数リミット変位信号 fmax >fmin 10 25 kHz 

S/N 比
3 SNR  30  dB 

変位出力のノイズレベル
3 xnoise    μm 

光学エラーの検出  異なる距離での 2 つの測定のコリレーションと S/N 比計算によ

る信頼性チェック 
励起のために使用される印加信号 シェイプド・ログサイン波スイープ 
メカニカル保護 独立緊急ストップ、レーザヘッドはターゲットに機械的に接触

した場合 
 
1 レーザセンサは固定の垂直位置に維持され、垂直スキャンニングレンジはレーザセンサのピーク・ピーク値に

よって制限を受けます。この場合、レーザセンサは測定される形状の誤差を決定します。 
2 レーザセンサの位置のみ (振動測定無しで) 
3 アベレージング、レーザ設定、ターゲット表面と印加信号に依存します。 
4  fmax =10kHz より上の測定で 
5 DUT (device under test) はスキャンされる表面が上面になるようターンテーブル上に置かれます。 
 

モータコントロール 

パラメータ 記号 小 ティピカル. 大 単位 
電気的特性ステッパーモータ出力 

出力電圧 (ピーク・ピーク) Uout  24  V 
出力電流 ( 大) Iout   2 A 
出力電流 (R- & Z-軸の調整) Iout  0.9  A 
出力電流(Phi-軸の調整) Iout  0.5  A 

推奨動作条件 
パワーサプライ電圧 VAC 100  240 V 

電源 AC-周波数 fAC 47  63 Hz 

動作環境温度  TA 0 25 50 oC 

入力パワー  P  10 20 W 
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スキャナーの設定パラメータ 

パラメータ 記号 小 ティピカル 大 単位 
スキャンニング グリッド      
半径 r のインクリメント rStep 0.02 1  mm 
小半径 rmin 0   mm 
大半径 rmax   300 mm 

angle ϕのインクリメント Dϕ 1 80   
手動グリッド制御 • 単一半径の削除/追加 

• クリティカルな半径の表示(スキャンニング・モードの起

動) 
垂直コントロールモード • 可変 (通常) 

• 固定 (フラットな DUT のスキャンニングに 適) 
• 小距離 z > zmin (真空測定に 適) 
• 安全なスキャンニングのために追加の危険な半径をマー

ク 
スキャンニング・モード • 振動 + 形状 

• 形状のみ  
ジェネレータ / 信号収集      
小周波数 fstart 0  < fend Hz 
大周波数 fend > fstart 10 25  kHz 

周波数分解能 Δf  23.44  Hz 
印加形状  S 6 9 12 dB/oct 
大電圧 Emax  10 100 V 

平均 N 1 64 256  
 
 

振動と放射分析 (結果) 

パラメータ コメント 単位 
 
振幅変位伝達関数 

コーンポイント c(z,ϕ, r) での H(f)  
• サーキュラと放射振動モード 
• 同位相成分 
• 直交成分 
• 逆位相成分 

dB  
(1 mm/V 
= 0dB ) 

 
3D 振動アニメーション（コーン表面） 

周波数 f でのエンハンスド・コーン振動は測定

された形状と重畳されます。 
振動は次のように分解することが出来ます。 

• サーキュラと放射振動モード 
• 同位相成分 
• 直交成分 
• 逆位相成分 

 
カラーモード： 

• 位相 
• 振幅 

(ビューイング角度と距離は変更でき、DUT の

回転とスケールも可能) 

形 状 と

振 動 は

相対 

 
2D 振動振幅と位相プロット  

振動の振幅と位相は投影された形状に対してプ

ロットされます。 
振動は次のように分解できます：  

• サーキュラと放射振動モード 
• 同位相成分 

振 動 は

相 対 で

す が 、

形 状 は

mm で表
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• 直交成分 
• 逆位相成分 

 
カラーモード： 

• 位相 
• 振幅 
 

示。 

 
2D 振動アニメーション（ϕでのコーンプロファ

イル） 

周波数 f でのエンハンスド・コーン振動は角度ϕ
で測定されたコーンプロファイルと重畳されま

す。 
振動は次のように分解することが出来ます： 

• サーキュラと放射振動モード 
• 同位相成分 
• 直交成分 
• 逆位相成分 

任意のコーンポイントの伝達関数 H(f)が選択で

きます。 

形 状 は

mm で、

振 動 は

相対 

ターゲット表面の形状 コーンポイント c(z,ϕ, r)の極座標  mm 
 
指向性プロット 

ϕ での平面で周波数 f におけるΓ(ϑ) 
• サーキュラと放射振動モード 
• 同位相成分 
• 直交成分 
• 逆位相成分 

すべてのϕにとり周波数 f での平均 Γ(ϑ)  

dB 

トータル SPL レスポンス  フィールドポイント r(ro,ϕ,ϑ)での SPL(f) dB 
同位相成分の SPL レスポンス フィールドポイント r(ro,ϕ,ϑ)での 

SPLin-phase(f)  
dB 

逆位相成分の SPL レスポンス  フィールドポイント r(ro,ϕ,ϑ)での 
SPLanti-phase(f)  

dB 

放射モードの SPL レスポンス フィールドポイント r(ro,ϕ,ϑ)での 
SPLradial(f)  

dB 

サーキュラー・モードの SPL レスポンス フィールドポイント r(ro,ϕ,ϑ)での 
SPLcircular(f)  

dB 

トータル・アクセレーション・レベル コーン・アクセレーションの絶対和。SPL に直

接比較できるようにスケールされます。 
dB 

放射モードのアクセレーション・レベル 放射モードの積算アクセレーション dB 
サーキュラー・モードのアクセレーション・レ

ベル 
サーキュラー・モードの積算アクセレーション dB 

直交成分のアクセレーション・レベル 積算直交アクセレーション dB 
同位相成分のアクセレーション・レベル 同相 SPL レベルと同一 dB 
逆位相成分のアクセレーション・レベル 逆相 SPL レベルと同一 dB 

Setup Parameter Analyzer 設定パラメータの分析 

パラメータ 記号 小 ティピカル 大 単位 
周波数 f fstart 

 fend Hz 
フィールドポイント r への距離 ro    m 
角度 (軸外の) ϑ 0  360 ° 
角度 (ターンテーブルの) ϕ 0  360 ° 
分解 • 放射、サーキュラー・モード 

• SPL 関連 (同相、直交、逆位相成分) 
カラーモード • 振幅 

• 位相 
モデリング モード • 音圧レベル 

• アクセレーション・レベル 
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振幅エンハンスメント H -20 0 20 dB 
スムージング S 0 2 9 相対 
グラフ分解能    3200 50000 ポイント 
アニメーションの時間  0.1 2 10 秒 
オプション (チェックボックス) • 補間ポイントをマーク 

• ビジュアル・グリッド分解能の増加 
• 平均指向性 

 
 

 診断 
軸対称コーンの音圧出力はコーン上の放射方向に伝播する通常モ

ードに大きく依存します。放射モードは分解技術を使ってエンフ

ァンスドされます。次の項目を表示するために、測定された振る

舞いは軸対称 FEA で予測される結果と比較されます。 
• ピストンモードのリミット  
• 第一リング共振、 サラウンド共振  
• ベンディング・モード  
• メンブレイン・モード 

 
通常振動モードのビジュアル化 

 
トータル振動モード 

 
放射モードのみ 

 
振動と放射効果の分離 

音圧レベルと比較されるトータル・アクセレーション・レベルは

表面の運動が放射されたサウンドへ及ぼす影響を足算したもので

す。 
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直交アクセレーションはレシーバポイントにおいてなんらサウン

ドを発生しない振動レベルを表します。非対称な動き、ロッキン

グと表面の振動位相が放射サウンドに対して直交する動きから成

り立っています。 
 
周波数とメカニカルモードの質はトータル・アクセレーション・

レベルから簡単に見つけることが出来ます。 
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音響的なキャンセレーション 

トータルサウンドで同相になるコーン領域振動のボリュームフロー

q が 180°位相シフトで振動している領域のボリュームフローに近

くなると音響的なキャンセレーションが発生します。 
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同相と逆位相成分がお互いに近くなると、レシーバポイントで生じ

る音圧に強いディップが現れます。 
 
良いスピーカの設計ゴールは音響的なキャンセレーション効果を避

けるために両成分の間を常にある 小距離に維持しなければなりま

せん。 
 

 
不規則な振動の振舞いのビジュアル化 

フレキシブルなワイヤーと形状の不規則さ（例えば、コーンの厚

さ）がコーンに大きなサーキュラー・モードを発生させます。これ

らのモードはサーキュラー・モードのみ（分解モード）を見ること

でエンファンスされます。 

 
不規則な厚さをもつホーン圧縮ドライバのダイアフラム 

 
 
不均質な材料 

スピーカコーン、ダイアフラムに使われる材料は方向に依存する振

動パターンを発生する不均質な特性を持っています。例えば、

Kelvar コーンの振動はファイバーの方向で 大なります。 
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ノンリニア歪みの原因を特定 

コーンあるいはサラウンド（エッジ）の変位が形状に対して大きい

場合、コーンはノンリニアな振舞いをし、出力信号にノンリニア歪

みを発生させます。 
分析：クリティカルな励起で、３D 表面アニメーションあるいは

2D プロファイル・アニメーションでの、 大変位の領域のために

周波数サーチ。 
ターゲット：SPL に貢献しない直交と逆位相振動成分を減らしま

すが、ノンリニア歪みを発生させます。 
改善： FEA を使い、設計の選択（異なる形状と材質）を調査。 

 r = 41.0 mm, phi = 49.5°
初の曲げ反共振はコーンの外部リムで大きな変位と曲げモーメン

トを発生させます。  
  

 
ロッキングモード 

 
ロッキングモードは直交アクセラレーションレベルを見ることで簡

単に検出できます。 
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表面が硬いボディとして振動する場合、直交成分は非常に小さいで

す。ロッキングモーションは放射音を発生しませんがかなりの量の

振動エネルギーを含んでいます。これがアクセレーション・レベル

のピークを導きます（例で、470Hz と 540Hz)。 
カーソルをクリティカルな周波数 470Hz に設定後に、下の図のロ

ッキングモードが確認されます。 

 r = 20.0 mm, phi = 270.0°

 
ロッキングモードを示し、ラブ＆バス問題の原因となるホーン圧縮

ドライバのダイアフラム  
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評価 
測定サービス 振動＆分析ソフトウエアは、Klippel 社または㈱東陽テクニカにドライバ・ユニットを送

っていただければ、評価可能です。詳細スキャンを行った上で、結果（振動＋形状）と

SCN 分析ソフトウエアが評価（アニメーション、ビジュアル化、SPL レスポンス、指

向性、分解）のために、お客様に提供されます。Windows PC 以外のハードウエアは

必要ありません。 
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