
Kms(x) スティフネス 対 変位 
 
スピーカはコイルをギャップ内の中心におき、コイルをレスト位置に戻させる復元力を発生します。振幅

が小さいときのみ、変位ｘと復元力 F の関係はほとんどリニアになります。復元力は変位ｘと変位で変化

するスティフネス Kms（ｘ）との積 F=Kms(x)で表されます。 
 

 
 
図１：通常スピーカのサスペンション・システム（断面図）とノンリニアな 力・振れのカーブ 
 
 

 
 
図 2：オーディオ的な印加電圧を使って、ダイナミックに測定されたドライバ・サスペンションのトータル・

ノンリニア・スティッフネス Kms（ｘ）。サスペンション部分の特性は、サラウンドの 80%を取除いて、

もう一度ドライバを測定することで識別されます。 

www.klippel.de www.toyo.co.jp/audio/klippel

u.klippel
Schreibmaschinentext

u.klippel
Schreibmaschinentext

u.klippel
Schreibmaschinentext

u.klippel
Schreibmaschinentext
Loudspeaker Nonlinearities - Causes, Parameters, Symptoms

u.klippel
Schreibmaschinentext

u.klippel
Schreibmaschinentext



 
 
図 3：ノンリニア・スティフネス Kms(ｘ)は、ボイスコイルの変位が大きい低い周波数で、大きなハーモニ

ック歪みを発生します。 
 
 

 
 
図 4：サスペンションの非対称スティフネス Kms(x)はダイナミック的に dc 変位を発生します。 
 
 
現象 
●音圧の大きな HD（f<2fs） 
●Xdc がコイルをスティフネス・カーブのソフトな側へ動かす 
●共振周波数(fs)で；Xdc は Kms(x)で支配される 
●音圧の低い IMD 
●電流の低い HD と IMD 
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Bl(x) 力係数 対 変位 
 
力係数 Bl(x)は電導トランスジューサの機械的な部分と電気的部分のカップリングを表します。ボイスコイ

ルの長さｌにかかる磁束密度 B の積分値です。力係数 Bl(x)は、磁石で発生された磁界とコイルの形状に依

存する、ボイスコイル変位の関数になります。 
 

 
 
図５：静磁界中に流れるボイスコイル電流が電導力を発生します。 
 

 
図 6：力係数 Bl(x) 対 ボイスコイル変位ｘ。破線はミラー特性 Bl(-x)を表し、ノンリニアリティの非対称

性を明らかにします。 
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図７：ノンリニア力係数 Bl(x)（f1=20fs のバススイープ技術を使って）で生じた音圧出力の相互変調積歪み

（IMD）と入力電流の周波数レスポンス特性。f1 のバストーンがボイスコイル変位を小さくするために、IMD
は共振周波数 fs 以上で減少します。 
 

 
図 8：図 6 で表された非対称 Bl カーブを持つドライバ（自由空間）で生じた、dc 変位 Xdc 対周波数のティ

ピカルなレスポンス。 
 
現象 
●音圧の大きな HD（f<2fs） 
●音圧の高い IMD(f1<fs、f2>fs) 
●Xdc の方向が周波数で変化 

f<fs：Bl カーブの最大方向に小さな Xdc 
f=fs：fs（共振）：dc 成分の発生なし（Xdc=0） 
f>fs：Xdc は Bl 最大から離れる 
f=1.5fs：Xdc の最大値（不安定になるかも） 

● 電流の低歪み 
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Le(x) インダクタンス 対 変位 
 
電流はコイルの位置に依存する ac 磁界を発生します。囲まれたアイアンパスが磁気抵抗を減らすギャップ

内でコイルが動作しているときよりも、コイルが自由空間にある場合、磁束は非常に小さくなります。 
図 9 で表されるような導電材料（ショートリングあるいはアルミニウムか銅のキャップ）に誘導された電

流はトータルの ac 磁束を大きく減らす逆磁束を発生します。 
 

 
図 9：コイルの正、負変位ｘのためにボイスコイル電流で発生した ac 磁束 ψcoil とショートリングで発生

した逆磁束 ψcounter。 
 

 
図 10：ギャップの下にショーティング・リングを置くことが負の変位におけるボイスコイルのインダクタ

ンス Le(x､i=0)を減らし、そしてほとんど一定のインダクタンスになります。 
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図 11：変位で変化するインダクタンス Le は音圧と電流で測定される相互変調歪み IMD と同じ特性周波数

レスポンスを生じます。共振より上で、バストーン f1 は変位が少なくなり、IMD は減少します（f2=20fs
のバススイープ技術）。 
 

 
図 12：Le(x)はボイストーンの周波数 f2（ボイス・スイープ技術 f1=0.5fs）で 6dB /オクターブまで上昇す

る IMD を生成します。 
 
現象 
● 1.5fs<f<4fs では、音圧と電流に中程度の HD 
● F1<fs、f2>7fs では、高い IMD 
● 小さな Xdc が常に Le(x)の最大方向に 
● Xdc は共振周波数 fs で最小に 
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Le(i) インダクタンス 対 電流 
 
図 13 は、3 種類の異なる電流での磁界強度 H と磁束密度（誘導）B のノンリニア関係をイラストしていま

す。i=0では、マグネットはB(H)特性の動作ポイントを決める磁界H2を発生します。大きな正の電流（i=10A）
トータル磁界 H3 を増加させ、透磁率が減少される大きなサチレーションでアイアンを動作させます。透

磁率 μ(i)の変動はインダクタンス Le(x,i)が電流 i に依存する原因となります。 
 

 
 
図 13 鉄材料の磁界Ｈと磁束密度Ｂの間の非直線性の関係が透磁率 μ(i)対ボイスコイル電流 iの変動の原因

となります。 
 

 
図 14 ショーティング・リングの有り無しでの、ボイスコイルのインダクタンス Le(i、ｘ=0)対ボイルコイ

ル電流 i。トータル ac 磁束 Φac(i)が減少するために、ショーティング材料を加えることも“磁束変調”を減ら

すことになります。 
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図 15 電流変動インダクタンス Le(i)は、音圧と電流内で等しくなる高い周波数での高調波歪み（HD）を

発生します。変位によって変動する非直線性（Bl(x)、Kms(x)、Le(x)）は、これらの周波数で変位が小さい

ために、大きな高調波歪み（HD、THD）を生じません。 
 

 
図 16 電流変動インダクタンス Le(i)は音圧と電流内に同じ相互変調歪み（IMD）発生します。電流が小さ

い共振周波数 fs（f2=20fs のバススイープ技術を使い）での特性ディップもあります。 
 
現象 
● 音圧と電流内にある程度の HD（2fs<f） 
● 音圧と電流内にある程度の IMD（0.5fs<f1、f2） 
● f1=f2 で、音圧と電流内の IMD は最小になります。 
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Large Signal Model 大信号モデル 
 

 
図 17 電動トランスジューサの電気的等価回路。支配的なスピーカの非直線性はパラメータを変化させる

集中要素で表わされます。 
 
集中パラメータ： 
● 電動モータの力係数 Bl(x) 
● サスペンションのスティッフネス Kms(x) 
● ボイスコイルインダクタンス Le(x,i)、L2（x,i） 
● 渦電流からの損失による抵抗 R2(x,i) 
● ボイスコイルの dc 抵抗 Re(Tv) 
● そのほかの機械的要素と音響的な要素を表わすインピーダンス Zm 
 
 
状態変数： 
変位 x 
速度 ｖ 
電流 i 
電圧 u 
磁気抵抗力 Fm(x,i,i2) 
ボイスコイル温度 Tv 
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Effect of the Curve shape カーブ形状の影響 
 

 
 
図 18 対称的な非直線性 
 
 

 
 
図 19 対称的な非直線性は大きな 3 次歪み（HD3、IMD3）を発生します。 
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図 20 非対称的な非直線性 
 

 
 
図 21 非対称的な非直線性は大きな 2 次歪み（IMD2,HD2）を発生します。 
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Distortion Measurment 歪み測定 
 

 
 
図 22 相互変調歪みは低い周波数トーン f1 を変化させて（バススイープ技術）あるいは高い周波数トーン

f2 を変化させて（ボイススイープ技術）測定されます。 

www.klippel.de www.toyo.co.jp/audio/klippel



 
Overview of Symptoms 現象の概要 
 
高調波歪み（HD）、相互変調歪み（IMD）、振幅変調歪み（AMD）、支配的なスピーカ非直線性によって

発生する dc 変位（Xdc）などの 
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