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概要

測定方法
サスペンション・パーツ（スパイダ、サラウンド、コーン）とパッシブ・ラ
ジエータ（drones）のノンリニア・スティッフネスK(ｘ)と逆数のコンプラ
イアンスC(x)はフル動作レンジの変位ｘに対して測定されます。サスペンシ
ョン・パーツ測定（SPM）はサスペンションパールをスピーカ内での動作
と同じ条件で空気的に励起するダイナミックな非破壊技術（注１）です。ノ
ンリニアパラメータは測定された変位と音圧信号から推測されます。簡単な
取扱いと短い測定時間にもかかわらず高い精度の結果を保証します。直径
220mmまでのサスペンション・パーツがSPMシステムの1信号法で測定でき
ます。

上の写真はワーキングベンチ付きテストエンクロージャ、Distortion
Analyzer 、レーザとクランピングセットを表しています。ワーキングベン
チは低歪みで±20mmの変位を発生させる18インチAURAサブウーファが装
備されています。ボックスは95リットルの実効空気容積を持っています。
（注 1） W.Klippel, "Dynamical Measurement of Loudspeaker Suspension
Parts", Convention Paper, 117th AES Convention, October 2004, San
Francisco
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変位センサは振動、オフセット、その他のエラーを最小限にするためにテス
トボックスに直接マウントされます。テストボックスはオプションのマイク
ロフォンのためのインレットも用意しております。両方のセンサは
Distortion Analyzer（DA2）のハードウエアで電源供給されます。このプラ
ットフォームはパワーアンプを経由してスピーカに供給される信号を生成し
ます。伝達関数モジュール（TRF）はサイン波スイープを生成し、変位と音
圧信号を同時に測定し、2 チャンネル信号処理によって伝達関数 H1(jω)を計
算します。CAL モジュールを使うことで認識されるサスペンション・パー
ツ・ソフトウエア（SPM）は測定をコントロールし、スティッフネスを計
算します。
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SPMを操作

概要
サスペンション・パーツ･測定システムのハードウエアを初めて設定するた
めにステップ・バイ・ステップの操作が用意されます。測定ベンチがKlippel
から供給されたオリジナルのパッケージであると仮定します。dB-Lab ソフ
トウエアのインストールとDistortion Analyzerハードウエアに関する情報に
ついてはdB-Lab, Hardware, TRF-モジュールの部分を参照してください。
設定には次のコンポーネントを使います。
• サスペンション・パーツを空気的に励起するためのワーキングベンチ
• クランピング・パーツ (コーン, カップ, リング)
• Distortion Analyzer ハードウエア (DA2)
• アンプ + XLR ケーブル
• アンプケーブル Speakon コネクタ付き
• SPM スピーカケーブル (Speakon コネクタ付きケーブル)
• レーザ変位センサ (例えば、レーザヘッド ANR 1282 + コントローラ
ANR 5132)
• 伝達関数モジュール (TRF)
• サスペンション・パーツ・ソフトウエア (SPM)

動作ベンチ
番号
1
2

単位
1
1

パーツ

寸法

3
4

1
1

ガイドロッド
ガイドロッド

200mm
315mm

5

1

ガイドロッド用ネジ

M6

6

1

120mm

7

1

8
9

2
1

スライディング・ス
リープ
スライディング・ス
リープ
スリーブ用ナット
スリーブホルダ

ワーキングベンチ
サポートロッド

3

60mm

10

1

プラットフォーム用
ハンドル

11

2

12

1

13

1

ハンドル用カウンタ
ネジ
レーザ用支柱ラック
ピニオンギア付き
レーザスライド部品

14

1

スライディング・ス
リープ固定冶具

15

1

レーザレスト
支柱を垂直に保持す
るため

16

2

レーザクランピン
グ・レスト（支柱を
水平に保持するた
め）

17
18
19

2
1
1

20
21
22
23

2
2
4
4

24
25

4
4

レーザレスト用ネジ
レーザロッド
レーザプラットフォ
ーム
レーザ用M4
レーザヘッド用ネジ
ボルト
ネジ付きクランプレ
バー
ターンバックル
ディスク

4

M6x20

M4x25
M8x90

M8
M8 大

26

1

ケーブル
2x1,5mm
Speakon

27

1

校正スペーサ

28
29
30
31
32

1
1
1
1
1

コーンセット
カップセットA
カップセットB
カップセットC
リングセット

33
34
35
36
37

1
1
1
1
4

6角ネジ用ツール
6角ネジ用ツール
6角ネジ用ツール
6角ネジ用ツール
レーザレスト用6角ネ
ジ

5

3m

2mm
4mm
5mm
6mm
M6x25(
30)

撮り付け方法
説明
クランピング・プラットフォーム
を水平位置にします。支持棒(足)
（2）で支えます。

Insert ガイドロッド (3)を下から
クランピング・プラットフォーム
の中心の穴に挿入します。ネジ(5)
を使いクランピング・プラットフ
ォームの裏でガイドロッド (3)を
固定します。

プラットフォーム用ハンドル(10)
をネジ(11) M 6x0 mm を使い固定
します。

端から12mmのところにリングの
あるボルト側を差し込んで、 ボ
ルト (22) 8 x 90 mm径をクラン
ピング・プラットフォームに挿入
します。4つのボルトをすべてプ
ラットフォームにネジ止めしま
す。
クランピング・レバー(23)を4つ
配置します
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M8 スペーサ(25)を使い、 レバー
(22)を固定します。

ターンバックル (24)

スライディング・パーツ(13) をレ
ーザ用支柱 (12)に取り付けます
(少々、力が必要です)

6角ツールで レーザの垂直位置用
レーザレフト(円柱) (15)を固定し
ます。レーサの水平位置用のレー
ザクランピング・レスト (16)の2
つを6角ネジM6x25(18)で固定し
ます。レーザクランピング・レス
ト (16)にM6ハンドネジを挿入し
ます。
レーザプラットフォーム(19)にレ
ーザロッドをネジ込みます。
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レーザプラットフォームにレーザ
ヘッドを6角ネジM4x25 (21)とス
ペーサM4 (20)で取り付けます。

ワークベンチをSpeakonケーブル
でDAのSPEAKER 1 コネクタに接
続します。

詳細については、SPMチュトリア
ルのサスペンション部品のクラン
プについての情報を参照してくだ
さい。

システムの設定
コンポーネントを次の方法で接続します：
1. 印加信号を供給するDistortion Analyzer ハードウエア (DA) の出力
OUT1はパワーアンプの入力に接続されます。
2. パワーアンプの出力はDAの裏面パネルのAMPLIFIER コネクタに
Speakon で接続されます。
3. レーザ変位計はDAのレーザコネクタに接続されます。
4. DAの出力 SPEAKER 1 はSPMスピーカケーブルを使用してワーキング
ベンチと接続されます。
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SPMチュートリアル

このチュートリアルのゴールは
このチュートリアルはサスペンションパーツ測定（SPM）の使い方につい
てのステップバイステップで説明します。
最初のパート-“Viewing Result”はSPMの結果を解釈します。
第2のパート– "Performing Measurements”はサスペンションパーツをどの様
に測定するかを記述しています。
3番目のパート– "Customizing"はSPMの出力をどの様に取得するかのティッ
プを提供します。

チュートリアル 1 – 結果を見る
Example_Databaseをオープンし、 オブジェクトSPM Spider 145 mmを選
択します。dB-Lab内でどの様にナビゲートするかについては、 このマニュ
アルのdB-Lab 選択を参照してください。

結果ウインドウResult Curve 1をオペレーション4 CAL Stiffness K(x)をダブ
ルクリックして、オープンします。
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Result Curve 1の破線は動作レンジ(-14 < x < + 12)内のサスペンションの実
効スティｯフネスKeffを表示します。赤の実線はスティッフネスK(x)対変位ｘ
を表示します。

Nonlinear Stiffness K(x) ノンリニア・スティフネス
リニアモデルと対称に、実際のサスペンションのスティフネスは実際にはコ
ンスタントでなく変位ｘで変化します。すなわち、スティッフネスK(x) 対変
位はサスペンションパーツのノンリニア性をあきらかにします。上のダイア
グラムのスパイダーで測定されたK(x)はスティッフネスの正の変位x=+11
mm は定位置それよりも30倍程度であることを示しています。またカーブに
非対称性が見られます。負の変位x=-11 mmでのスティッフネスは正の変位
x=+11 mmでのスティッフネスの16％にしか過ぎません。動作レンジ以下で
は、AC信号は一部検波され、– 3 mmの負のdc成分が生成されています。

Effective Stiffness Keff

実効スティフネス
実効スティｯフネスKeff は変位に対するスティフネスの変動を無視しますが、
印加信号の信号特性と測定中におきるピーク変位に依存する単一値によって
実効的な振る舞い動作を表します。大信号ドメインでは、実効スティｯフネ
スは通常、サスペンションのノンリニア性により振幅が増加します。小信号
ドメインでは、サスペンション材料の粘弾性特性に関連して振幅を上昇させ
実効スティｯフネスは低下します。結果の比較ができるように、実効スティｯ
フネスK (X )が有効であるためのピーク変位Xpeak を次のように提示する
eff
peak
ことを強くお勧めします。
-1

K =0.4 Nmm @ X
eff

peak

=17 mm.

この値は簡単に解釈され、共振周波数ωR とムービング質量m とに直接比例
します。K(x)の単一数表示はQCアプリケーションのためには十分で便利な
ものです。

Nonlinear Compliance C(x)

ノンリニア・コンプライアンス
コンプライアンスC(x)を表示するにはウインドウ“Result Curve 2”をオープ
ンします。

dB –Lab の結果ウインドウ“Result Curve 2”のボックスを選択します。
ノート：dB –Lab マニュアルは結果ウインドウとカーブのカスタマイズをど
うするかについて記述されています。
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コンプライアンス C(x) はスティフネス K(x)の逆数になります。K(x)特性に
見られるパラボラと一致するベル形状のカーブを示します。しかしながら、
スティフネスカーブはコンプライアンスカーブより、ノンリニアリティを明
確に表しますので、グラフ表現のためにはお勧めします。

チュートリアル 2 – 測定の実行
Clamping the Suspension （サスペンションのクランプ）
サスペンション・パーツはダイナミックテスト中にはスピーカでマウントさ
れているのと同じ方法でクランプされなければなりません。いくつかのケー
スでは、クランピングのために粘着性のあるオリジナルのスピーカパーツ
（ボイスコイルフォーマ、フレーム）を使うのが便利かも知れません。しか
しながら、サンプルを比較する、リファレンスユニットをストアする、製造
者と顧客とのコミュニケーションを簡単にするには、非破壊テストが推奨さ
れます。
dB –Lab の結果ウインドウ“Result Curve 2”のボックスを選択します。
ノート：サスペンション・パーツをクランプする方法は常に最終的なパフォ
ーマンスに影響を与えます。一貫性のある結果のためには、一貫性のあるク
ランピングが大切です。
警告：内側、外側クランピングが最大ドライブ電圧で動作中の力に対して十
分頑丈であることを確保します。感度最大電圧設定を使用します。動作中に
クランピングが外れると、動作パーツがレーザセンサあるいは他のハードウ
エアにダメージを与えるかもしれません。

Dimensions of the suspension （サスペンションの寸法）
Di はサスペンション・パーツのネック内側の直
径。
Do はリム無しのサスペンション・パーツ外側
の直径
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Selection of inner clamping parts （インナークランピングパーツの選択）

測定されるパーツに合うコーンを選択します。コーンとカップの寸法はルッ
クアップ・テーブルを参照してください。
サスペンションの内側直径 DI は カップの直径DU より小さくコーンの直径
DC より大きくなければなりません。それぞれのコーンで、同じ色コードで
マークされた異なる直径DU を持つ3種類の異なるカップが用意されています。
これはおよそ50度の角度の最も外側のリムでサスペンションのネックを強く
クランプできます。例えば；スパイダは65ｍｍのDIを持っています。60ｍｍ
の赤いコーン番号8と一番フィットする赤いカップC8を選択します。
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Inner Clamping of the Suspension
サスペンションのインナークランピング

サスペンションのネックは2つのナッ
ト(8)を使い、スライドスリーブ(6 か
7)の上でコーンとカップの間にクラン
プされます。スライドはガイドロッ
ド(3 または 4)（磨かれ、チタニウム
でコート）の摩擦を減らすテフロン
で作られた特殊なベアリングが装備
された小さなスリーブです。サスペ
ンションは、サスペンションの外側
リムがスライドの半分になるような
方法で、スライド上にクランプされ
なければなりません。重心はスライ
ドの半分になければなりません。こ
れはサスペンションのチルトとイレ
ギュラーな振動を減らし、ロッドで
の摩擦を最小にします。非対称なサスペンション・パーツでは、コーンと追
加質量（追加ナット（8）のいくつかを使い）が他の端に加えられます。

インナー・クランピング・パーツの重さを測定します。後処理のソフトウエ
アに供給するために必要となります。
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Selection of clamping rings

クランピング・リングの選択

1.

アウターリングを選択します。サスペンション・パーツの外縁直径
DO はリングの直径 DR より僅かに小さくなければなりません。 (下の
ルックアップ・テーブルを参照).
例えば: スパイダは133 mm のDoを持ちます。下のルックアップ・テ
ーブルはDR=136 mm を持つC4 がDo より大きくなることを示してい
ます。
2. 小さいリングセットは、同じ特性を持ち、アウタークランピング・リ
ングより大きいリングをすべて選択することで完成されます。
例えば:C4にフィットするC5を選択

3. 次に大きいリングは、このリングは反対側に小さいクランピングリン
グと同じ直径 DR を持つために、アッパークランピング・リングと
して使われます。
例えば: リング C4に続くリングD4 を選択
4. オプションで、アッパークランピング・リングを中心にするために、
次のリングが同じセット(D)から選択されます。
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Outer Clamping of the Suspension サスペンションのアウタークランピング

レーザ付きのレーザ用支柱をラウ
ンドレスト（15）に垂直に置きま
す。
ワークベンチをオープンし、クラ
ンピング・プラットフォームをサ
ポートロッド（足）(2)を使い水平
位置にします。
サスペンションが高い振幅で測定
される場合は、サスペンションが
一方向に動くようにガイドロッド
を使います。
反対に、測定が低い振幅で行われ
る場合には追加の摩擦（接触）を
避けるために、ガイドロッドを取
除きます。

プラットフォームにクランピング
リングを置きます。
例：大きなリングC5、C4でスター
トします。

スライド・スリーブ(6 もしくは 7)
の上に固定ツール(37)をネジ止召
します。 固定ツールの手動ネジを
緩めます。

クランプされたサスペンションを
持つスライドをガイドロッド（使
われている場合）に置きます。ガ
イドロッド上のインナー・クラン
ピング・パーツの位置を、スパイ
ダのアウターリムが小さいリング
にタッチする様に、調整します。
固定ツールのネジを締めます。
ガイドロッドが使われていない場
合は、サスペンション・パーツを
小さいクランピングリングの中心
に注意して置きます。
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アッパークランピング・リングを
サスペンションの上に置きます。
アッパークランピング・リング(例
D4)を中心にするためには2番目に
大きいリング(例. D5)を使うことを
お勧めします。
クランピング・レバーをアッパー
クランピング・リングの上に置
き、4つのターンバックルを同時に
締めます（車のタイアのように対
角線的に）。
クランピング・レバーはほぼ水平
な位置にならなければなりませ
ん。レバーの締め付けネジは6角レ
ンチを使って調整できます。 ロッ
ドからフィクスチュア・ツールを
取除くか、スライドから十分離れ
た距離のロッド上にフィクスチュ
ア・ツールを締付け固定し、クラ
ンプされたサスペンション・パー
ツがロッド上をスムーズに動くこ
とをチェックします。
支持棒（足）を取り外し、箱を閉
めます。インナー・クランピン
グ・パーツを水平位置に取付け、
レーザレストにネジで締め付けま
す。レーザのキャリブレーション
についてはハードウエアマニュア
ルの“Using the Laser Sensor, page
13”を参照願います。

インナー・クランピング・パーツ
にレーザビームを調整します。変
位レーザがセンタ位置にあること
を確認します (ANR レーザタイプ:
緑と黄色のライトが点灯。黄色ラ
イトの点滅がストップ)。反射光を
増やし、十分なS/N比を得るため
に、インナー・クランピング・パ
ーツの上に白インクの点をつけま
す。
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レーザ放射光に注意!
レーザビームを直接あるいは反射に関わらず目の中に入れないでください!

レーザ確度のチェック
ハードウエアのインストール後に、レーザキャリブレーションをチェックす
ることが必要です。アナライザのシステムマニュアルに記載されています。
• キャリブレーションの検証(Hardware Guide-Laser Displacement MeterLaser Accuracy Check)
• レーザのキャリブレーション (Hardware Guide-Laser Displacement
Meter-Laser Calibration)
MPM と SPM では両方のタスクを達成できるほかの方法を使用できます。
レーザスタンドを使う代わりに、“スペーサ”をSPMボックスに直接固定でき
ます。

ノート：この方法はスペーサのステップ高さ（10mm）より十分大きい測定
レンジを持つレーザにのみ適用されます。キャリブレーションとチェックの
ためにトランスレーション・ステージを使うことができます。

“スペーサ”はハードウエア・パッケージの一部になります（写真参照）。

レーザのアッパー位置のためのターゲットとしてガイドロッドの上にスペー
サを取り付けます。

スペーサの上部に垂直にレーザを取り付けます。レーザグランド板からレー
ザとレーザロッドを離して、次のようにマウントに取り付けます。
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レーザポインタはスペースの表面の1つを探さなければなりません。スペー
サ上をアップダウンするために、レーザヘッドとSPMボックスの間の距離
を変更します。1ステップは10mmになります。

キャリブレーションの評価
レーザをスペーサのセンタに移動させます。DAでの表示された距離を“Zero”
にリセットします。

レーザをレーザとスペーサの距離が短いステップに移動させます。表示され
る距離が-10mmにならなければなりません。

レーザをレーザとスペーサの距離が長いステップに移動させます。表示され
る距離が+10mmにならなければなりません。
レーザのキャリブレーションは2%以上の偏差があれば必要となります。

ノート：レーザの評価とキャリブレーションについての情報は、 “Laser
Displacement Meter”の“Hardware Guide” 章に記述されています。
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測定の実行
測定はVisual Basic スクリプト使い自動的にあるいはdB-Lab を使いマニュ
アルで実行できます。
通常の動作では自動が推奨されます。操作とデータのマネージメントを簡単
にするユーザインターフェースが用意されています。最小の入力データ（名
前、質量、フォルダ位置）が必要です。測定のスタート後に、励起の電圧が
自動的に調整されます。ユーザはdB-Lab を使ってデータを見ることができ
ます。
マニュアルでの測定は遅いですが、自由度が多くあります。このマニュアル
操作は、TRFとCALモジュールのプロパティでディフォルトのパラメータ設
定のいくつかを変更することでカストマイズされた測定を行うことができま
す。以前のTRFモジュール（例えば、ムービング質量は自動測定中は得られ
ないので）でストアされた測定データを使い最新のCAL動作のポスト処理を
変更するのにこれは非常に有用です。

21

自動測定
自動測定システムでのSPMの操作は簡単です。
START/All Programs/Klippel Analyzer/SPM/SPM Start ウインドウのアプリ
ケーション"SPM Automatic"をスタートさせます。次のユーザインターフェ
ースが表示されます：

注: 結果

注：the example databaseの結果は異なります。
プロパティ・ページに次の情報を入力します。

入力パラメータ

コメント

Folder-Button "…"

データがストアされるべき場所を選択します。

Name-Input-Field

データベース・ファイル名として使用される測定
名をインサートします。
セットアップと結果を表示するデータベースファ
イルをオープンします。
ムービング質量をインサートします(サスペンショ
ン + インナー・クランピング・パーツ)
高調波の次数を選択:
- 3 (通常、スパイダーの用途)
- 5 (通常、サラウンドの用途)

Name-Button “…”
Mass
Harmonics

Target X
Max voltage
Increment Name (Optional)
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ピーク変位をインサート、ターゲット値として使
用されます。
電圧調整のための上限として使われる最大電圧を
インサート
新しい測定ごとに“Name”にアペンドされた番号が
増加します。これは多数のテストオブジェクトを
測定する場合に役立ち、最新データの重ね書きを
避ける事ができます。

ノート：ハードウエアが接続されていない場合、ダイアログがオペレーショ
ンを実行するために有効なライセンスと持っているデバイスを接続するよう
にたずねます。db-Lab：“dB-Lab”ボタンをクリックし、“Help / About / File
Information”選択することで、現在インストールされているデバイスとライ
センスをレビューすることができます。

測定を実行するにはVBスクリプトのStart を押します。スクリプトは自動的
に印加（スイープの電圧と周波数レンジ）を調整するためのループ内で走る
一連のプリ測定を行います。瞬時電圧と変位の結果が測定中に表示されます。
測定の実行（Startボタンが消える）はStop ボタンを押すことで何時でもキ
ャンセルできます。ターゲット変位が10分以内に達成できない場合は、測定
は終了し、警告が発生されます。

コマンドボタン

コメント

Start

適切な電圧と周波数レンジを探すためのプ
リ測定を始めにして測定をスタート
測定のストップ
dB-Labのオペレーション "4 CAL Stiffness
K(x)"をオープン、セットアップと結果を詳
細にレビューできます。チュートリアル１
を参照
オンラインヘルプをオープン
デバッグ目的のためのフォームをオープン

Stop
dB-Lab

Help
MAT Output

測定の一番重要な結果は既にアプリケーションで表示されています。

結果

説明

upper left Window

変位対測定時間を表示（共振で振幅は最
大）
スティフネス K(x) 対 変位 x
フォース偏位カーブ Fk(x) 対 変位 x を
Fk(x)=K(x)*x で表示
共振周波数に比例した実効スティフネスと
ノンリニア特性を計算するために使われる
高調波の次数を表示。
現在のプリ測定中の電圧
現在のプリ測定中のピーク変位

upper right Window
lower left Window
lower right Table

Curr. Voltage
Current X

実効スティフネス
実効共振周波数
k(x)のべき級数展開の次数は
"Nb_of_harmonics" に比例します

k eff
fR
N harm
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ノート：アプリケーションのグラフィックは、右マウスボタンでフルスクリ
ーンサイズに拡大できます。クリップボードを使って他のアプリケーション
ンにカーブをエクスポート/インポートできます。しかしながら、db-Lab で
結果を見ることを推奨します（チュートリアル 1 を参照）。現在のアクティ
ブなデータベースをオープンするには、“dB-Lab”ボタンを使います。同じデ
ータベースで新しい測定をスタートする前に db-Lab をクローズします。

マニュアル測定
測定のためのTransfer Function Module （TRF）とポスト処理のための
Calculator Module (CAL)を使い操作のシーケンスをスタートすることで、測
定は、dB-Labフレームソフトウエア経由でコントロールされます。テンプ
レートを使い新しいオブジェクトT:SPM Suspension Partを作成します。オ
ブジェクトの作成と削除についての詳細情報はdB-Lab マニュアルを参照し
てください。
ノート："SPM Automatic"アプリケーションのみを使うことを推奨します。
しかしながら、マニュアルで dB-Lab の既存"SPM (Automatic)"オブジェクト
のオペレーション"3 TRF Main Measurement"と"4 CAL Stiffness K(x)"を実行
できます。

1. Find Amplitude 振幅の確認
TRFモジュールを使う最初の測定はメイン測定のための最適な設定パラメー
タを求めることです。次のステップに従います。
1. TRF Find Amplitude とプロパティ・ページStimulusをオープンし、
ワークベンチのドライバ端子でのスイープ電圧を調整します。 小信
号測定（ガイドロッドを取り除く）では0.5 .. 2 Vがティピカルな値
です。大信号測定（ガイドロッドを推奨）では5 … 15 V が推奨さ
れます。3Hzから30Hz のスイープでシステムの共振をキャッチでき
ます。

2. 測定をスタートし変位rms値を表示するFundamental + Harmonics ウ
インドウをオープンします。共振周波数でおきる最大をサーチします。
複数のディップは高速スイープと比較的低い分解能による人工的なも
のかもしれません。最大が明確で無い場合、サスペンション・パーツ
のクランピングをチェックし、クランピング・パーツでの摩擦を小さ
くします。
3. 必要な変位を得るためにプロパティStimulusで電圧を調整し、必要な
らば、測定を繰り返します。
4. Fundamental + Harmonics ウインドウのFundamental カーブをクリッ
プボードにコピーします。 (カーブを選択し、カーブの詳細をクリッ
クし、マウスカーソルがHandに変わり、カーブが黄色になります。
右クリックしメニューからCopy Curveを選択します)。
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5. 適切なレーザ信号のために結果ウインドウSignal Y2 (t) をチェックし
ます。1-10mmの変位で共振ピークが識別されます。

2. CAL Find Resonance CAL共振の確認
このオペレーションは共振周波数をサーチし、次のメイン測定のために最適
な設定パラメータを計算します。

1. デフォルトのウインドウを表示するためにオペレーションCAL Find
Resonance をダブルクリックします。プロパティ・ページInputをオ
ープンし、entry Fundamentalを選択し、カーブFundamental（既に
クリップボード内に）をentryにペーストします。
2. 最初のオペレーション1. TRF Find Amplitudeを選択し、プロパティ・
ページIm/Export. Export the setup to clipboardを選択します。 Select
the second operation2番目のオペレーション 2. CAL Find Resonance
を選択し、プロパティ・ページInputの entry TRF Setup に設定パラ
メータをペーストします。
3. ウインドウResult variablesに表示される最適なスタートとエンド周波
数を見るために、2番目のオペレーションをスタートします。最適な
設定パラメータは自動的にクリップボードにコピーされます。

3. Main measurement メイン測定
2回目のTRF測定は共振の上下、1/3オクターブからスタートし終了する狭帯
域スイープを行います。

1. 3番目のオペレーション3. TRF Main Measurement 選択し、プロパテ
ィ・ページIm/Exportをオープンします。 Clipboard から設定パラメ
ータをオペレーションにインポートします。
2. 測定をスタートしディフォルトウインドウY2(t)をオープンします。
3. カーブを選択し、クリップボードにカーブY2(ｔ)をコピーします。
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4. Stiffness K(x) スティフネスK(x)
このオペレーションは、測定された変位時間関数からノンリニアスティフネ
スK(x) と K を計算します。
eff
1. 4番目のオペレーション4. CAL Stiffness K(x)を選択し、プロパティ・
ページInputをオープンします。クリップボードのコンテンツ（変位
時間関数Y2(t)）をentry Displacement にペーストします。
2. entry M （ムービング質量）にインナー・クランピング・パーツを含む
サスペンションの総重量を入力します。
3. オペレーションをスタートします。Start the operation. Open the
window Result curve 1 to see the Stiffness K(x) とeffective stiffness
K .を見るためにはウインドウResult curve 1 をオープンします。
eff

Summery of measurement steps 測定ステップのサマリ
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チュートリアル 3 –SPMのカスタマイズ
サスペンション・パーツは含浸布、紙、フォーム、ゴム等の材料から通常作
られています。周囲の状態(温度、湿度)に依存性があり、サスペンション・
パーツが作られ、保存された方法に関連してメモリ効果を持っています。そ
れに加えて、非常に短くそして非常に長い時定数を持つサスペンション自身
の可逆と非可逆処理があります。
チュートリアル3は、ユーザが次のファクタの影響を考慮する場合のティッ
プを提供します：
1. サスペンション・パーツのクランピング方法
2.インナー・クランピング・パーツの追加質量
3. 印加信号の影響
4. K(x)のために使われるベキ級数の最大次数N
5. 制御できない変数
6. サスペンション材料の可逆、非可逆な変化

繰返し性と再現性
最初に測定技法の繰返し性がクランピングと設定を変更することなくサスペ
ンション・パーツでテストされました。結果は非常に再現性( < 1%)がありま
した。10回以上測定を繰返すとスティフネスx=0は低い値にシステム的に減
少する傾向があります。この影響は測定前にテストオブジェクトを慣らし運
転（共振で5分間の振動）することで減らすことができます。この影響はサ
スペンションのエージングに非常に関係しています。

クランピングの方法
アウタークランピングは測定結果には僅かな影響しか持っていません。リン
グが小さすぎる場合あるいは同心円状にならないといった間違った操作でも
比較的エラーは少ないです。インナークランピングはよりクリティカルです。
ロッド上のスライドの摩擦が小さいこと、内部のひだロールの変位がインナ
ークランピング・パーツによって制限を受けないことを確実にするためにい
くつかの注意が必要です。重心とアウタークランピング・プレーンはスライ
ドのほぼ真ん中になければなりません。摩擦が高すぎると共振のQが低くな
り、伝達関数H (jω)の最大が共振周波数の下に起きてスティフネスを過少評
x
価することになります。

ノート：スピーカ部品に接着されたサスペンションで行われた測定と同じ
サスペンションをユニバーサルパーツセットにクランプして測定されたもの
にシステム的な差が起こります。しかしながら、これらの差は再現されるの
で設計プロセスとして考慮されるべきです。非破壊テスト（ユニバーサルク
ランピングシステム）はサスペンション・パーツの品質コントロールにとっ
てアドバンテージがあります。

高調波の次数
スティフネス K(x) とコンプライアンス C(x)のノンリニアリティは変位信号
で検出された高調波から計算されます。残念ながら、レーザ信号がノイズで
破壊され 、ノイジーな高調波が認められると測定カーブに不自然な成分が
生成されます。ノイズの高調波を取除くために2つのオプションがありま
す：
1. 4番目のオペレーションのプロパティ・ページStiffness K(x)のInputのエ
ントリ Nb_of_Harmonics がブランクの場合、許容高調波の次数はウ
インドウResult Variables に表示されます。
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2. ノンリニア・パラメータの計算で使われる高調波の最大次数はプロパ
ティ・ページInputのエントリ Nb_of_Harmonics で規定されます。

ノート：高調波の次数はノンリニアカーブの形状を変化させます。次数が
小さい（Nb=2）場合、単なるパラボラがカーブフィッティングのために使
われます。次数 Nb が非常に高いとノイズがたいてい測定を無効にしてしま
います。測定された変位の S/N 比は、オペレーション 3. TRF Main
measurement のプロパティページの Stimulus でアベレージング回数を増や
すことで高くなります。しかしながら、アベレージングが多すぎると測定時
間が長くなり、サスペンションの特性が変化します。

インナークランピング・パーツの質量
インナー・クランピング・パーツで加えられた質量の影響は比較的少ないで
す。しかしながら、非常に大きなクランピング・パーツを使う（サスペンシ
ョンをクランプするのに必要以上に大きな）と結果の共振周波数は大きく下
がります。ガイドロッド上のスライドの摩擦による抵抗とサスペンションの
内部損失をコンスタントと仮定すると、結果の損失関数は共振ピークをより
識別できるように増加します。しかしながら、非常に低い周波数でスパイダ
の測定を行うと、測定されるスティフネスは、サスペンションの粘弾性効果
（クリープ）のために高い周波数で測定されたものより小さくなります。リ
ニアパラメータ測定モジュール（LPM）で測定されたクリープ関数は小信号
ドメインでのスティフネス（コンプライアンス）の変化 対 周波数を記述し
ています。

ガイドロッドの摩擦
ガイドロッドのスライディング・スリーブの摩擦とサスペンション材料の内
部損失は、損失係数が十分高く(Q > 2)、共振周波数が伝達関数(変位/電圧
あるいは変位/ボックス内の音圧)でピークを区別することで検出できれば、
測定されるスティフネスには影響を与えません。Q係数はオペレーション4.
CAL Stiffness K(x)で測定でき、警告メッセージが表示されます。この場合、
サスペンション・パーツのクランピングがチェックされなければなりません。

カーブの重ね書き
結果の比較のために、他のdB-Labをすぐに使えます。結果のデータベース
ファイルをオープンあるいは作成し、オブジェクトとCAL動作を作成します。
必要なカーブをコピーし結果のチャートウインドウにペーストします。チャ
ートとカーブのプロパティ（タイトル、ラベル、カラー・・・）がカスタマ
イズされます。しかしながら、これはdB-Lab のみで働きます。

印加信号の振幅
サスペンション材料の粘弾性メカニズムのために、測定されるスティフネス
特性は信号の振幅に依存します。
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上の図は異なる印加電圧で測定されたノンリニア・スティフネス特性を表し
ています。正と負のピーク値Xでのカーブが何であれ、レスト位置x=0での
スティフネスK(x=0)がほとんどは一緒に大きく減少しています。これはサス
ペンション材料（布、ゴム、含浸）のイレギュラーな動作で、測定手法によ
り人工的に起こったものではありません。x=0でのスティフネスの損失はほ
とんどリバーシブル（可逆）でオリジナルのプロパティが数秒後に再ストア
されます。エージングと初期使用（ブレークイン）によるノンリバーシブル
（非可逆）な変化はつぎに議論されます。同じ動作は、他の静的な、増加ダ
イナミック、ダイナミック的な方法を使うと、最終スピーカで観察されます。
この現象の簡単な説明は、高い振幅での波形ロールのストレッチがファイバ
ー構造の一時的な変形を起こし、正と負のピーク値の間でサスペンションが
ソフトになるということです。しかしながら、この種の変形はリバーシブル
で時定数は比較的短くなります。AC信号の数期間のみで、数秒後に完全に
回復されます。大きな変位で硬くなるのみでなく、最大変位の間でソフトに
なるサスペンションのノンリニアリティを増加させます。

振幅に依存する実効スティフネスKeff(Xpeak)
実効スティフネスKeff(Xpeak)は測定中におきる最大ピーク変位X に依存し
pea
ます。上図はスピーカ端子の電圧を4から10Vまでゆっくり上昇して測定さ
れた3インチのスパイダの実効スティフネスの変動を表しています。高い振
幅における大きな変動はおもに大きな変位におけるスティフネスのノンリニ
アの増加によるものです。小さな信号振幅では粘弾性効果が正ならびに負の
ピーク値でスティフネスの増加を支配します。したがって、実効スティフネ
スKeff(Xpeak)と共振周波数ωR(Xpeak)は上りのピーク変位で低下します。

測定時間の影響
サスペンションのエージング効果とブレークインの検査でも、ダイナミック
測定技術は便利です。下記の図はスティフネス対時間の変化を表しています。
スイープでスパイダの連続的な励起を行いながら、スティフネスは15分間隔
で測定されます。
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スパイダの長時間テスト中のノンリニアスティフネスK(x) の変動
（15分間隔で測定）
一番高い変位でのスティフネスはコンスタントですが休止位置x=0のスティ
フネスは30％低下するのが見えるのは興味深いことです。高い正と負の位置
でのスティフネスはサスペンションの形状に深く関係しています。一方休止
位置でのスティフネスは主に材料の厚さと充満度により決まります。
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SPM リファレンス

理論
基本設定
サスペンション部品の外周（肩）はリングを使って、通常しっかりとクラン
プされます。サスペンションの内周（ネック：首）もまたムービングスライ
ド上にクランプされます。これはムービング質量mが大きく増加します。ス
ティフネスK(x) とムービング質量m は共振系を形成します。共振周波数で
サスペンションの復元力は質量の慣性に等しくなります。追加の質量のため
に、慣性のほとんどはサスペンションのネックに直接働きます。つまり、サ
スペンション部品は実際のスピーカと同じような方法で動作します。サスペ
ンション部品は励起のためのスピーカとエンクロージャを使い空気圧で励起
されます。振動するサスペンションの共振周波数を測定します。サスペンシ
ョンは重心による変位のオフセットを避けるために垂直位置で動作させます。
スライドのための追加ガイドロッドはサスペンション部品の異常な変形を避
けるためと、他の振動モードを押させるために使われています。サスペンシ
ョンのノンリニア変動が測定され、未知のスティフネスパラメータがシステ
ム識別技術で予測できます。
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アコースティック・モデル

等価回路
低い周波数において、設定は上図の集中パラメータモデルでモデル化されま
す。スピーカは体積速度qD を発生します。

ここで、体積速度qB はボックスの体積のなかに流れこみます。qL はリーク
を通してボックスから離れていき、体積速度qSは被試験物のサスペンション
部品をドライブする力Fを発生します。
ボックス内に圧力pが実効エリアSSを使いサスペンション部品上に力F=SSp
を発生させます。スパイダの場合、実効エリアSS はアコースティックとメ
カニカルドメインの間のカップリング係数だが、幾何的なエリアSgeo と同
じものでない（隙間のため）ものとして考慮しなければなりません。例えば、
スパイダはもっと小さな実効エリア（Ss < 0.5 Sgeo）を持っています。
アコースティックなコンプライアンスCABはエンクローズされた空気と静的
空気圧poの体積Vに依存します。空気励起のために使用されるスピーカはア
コースティック・インピーダンスZDと圧力ソースpDでモデル化されます。
クランプされたサスペンションはインナークランピング部品の変位ｘとテス
トボックス内の音圧pに関係するドライブ力F=Sspで記述されます。
ドライビング力は

サスペンションの復元力K(x)x、サスペンション材料の損失とガイドエレメ
ントの摩擦に打ち勝つ力Rdx/dtと慣性加速質量mの和。ムービング質量mは
サスペンションと内部クランプ部品の合計和で近似できます。

状態変数の測定
パラメータK(x)の識別は力、変位あるいはシステム内の圧力などの状態変数
の測定を必要とします。
変位ｘの測定は三角法原理にもとづく比較的安価なレーザセンサでおこなわ
れます。
ボックス内の音圧は通常のマイクロフォンを使って測定できます。しかしな
がら、ドライビング力F=Ssp は、サスペンションの実効エリアSsが通常は
未知のために、測定された音圧pから絶対値を計算できません。
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小信号の動作
サイン波音圧信号は

スティフネスK(x) = koと抵抗Rがコンスタントでシステムがリニア動作をす
るように、変位の振幅が十分に小さい( X1 ≈ 0 )限り、サインの変位を発生し
ます。

音圧と変位の間の伝達関数は

下のダイアグラムの太線のようなローパス特性を持ちます。

音圧P(f)（破線）の振幅レスポンス、変位X(f) （点線）と伝達関数
Hx(f)=X(f)/P(f) （太線）
共振周波数 ω=ωo で

サスペンション部品の損失とロッド上のクランピング部品スライディングの
摩擦は普通は小さいので、伝達関数Hx(jω)は共振で最大になります。
ピークのサイズは損失係数（通常高い(Q>2)）に比例し、

共振と非常に低い周波数におけるHx(jω)の振幅比を表しています。
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大信号の動作
高い振幅では、スティフネスK(x)の変化がサスペンションのノンリニア振動
動作を発生させます。サインの励起電圧のために、エンクロージャの音圧信
号は、

そして、サスペンション部品の内部リムの変位は、

Dc成分X0、基本波成分X1、P1と、次数i > 1を持つ周波数iωでそれぞれの高
調波Xi と Pi comが組み合わさったものです。
サイン励起のために、変位の基本波X1とP1の複素数比H1(jω) と音圧スペク
トラムはそれぞれ、

スティフネス特性K(x)に依存する実効スティフネスKeff とピーク変位Xpeak
を使い表されます。
特定の周波数で

実数部がゼロになり、抵抗Rによって表されるメカ二カル損失が十分に小さ
いと|H1(jω)|は最大になります。周波数ωRはリニアモデルに見られる定数
ω0と反対にピーク変位Xpeakに依存する大きな信号の共振周波数として理
解できます。サスペンションの低損失と高い損失係数(Q >2)により、大きな
信号の共振周波数は|H1(jω)|の最大を探すことでも検出ができます。しかし
ながら、システムが共振するようにドライブすることは小信号ドメインのな
かで、高い振幅では大変です。実効スティフネスはピーク変位Xpeakで通常
は増加するために、大きな信号の共振周波数ωRは小信号共振ω0よりも通常
は非常に高くなります。周波数を降下してサイン波スイープをおこなうと、
周波数を上昇させるスイープの場合よりも低い周波数で最大になります。こ
の現象の理由は下のダイアグラムに紹介されています。

周波数を上昇、下降するサインスイープで測定された高い振幅での変位の振
幅レスポンス
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共振ωp(Xpeak)と高いQ に依存する変位のために、２つの状態のみが安定で
あるバックボーンカーブの右側の３つの状態の中に分岐点があります。大信
号共振より1/3オクターブ下からスタートする周波数を上げてのスイープは
上部の状態の中にノンリニア共振点をもたらし、大信号共振ωp(Xpeak) は基
本波間の比|H1(jω)|が最大になる点で見つけられます。周波数を下げてのス
イープをおこなうと、システムは通常低い状態を経由したパスを使い、シス
テムは実際に共振状態を取り逃します。同様な結果は、励起する振幅をゆっ
くり増加しながら、固定周波数ωpでサスペンションを励起することで得ら
れます。共振点は低い状態に残り、最終的に非常に高い励起あるいは振動
（サスペンションを手動でキックする）によって、共振点は共振より通常下
にある上部状態にジャンプします。

パラメータの測定
サスペンションは共振より少なくとも1/3オクターブ下からスタートし、共
振より上のほぼ1/3オクターブで終わるスイープで励起されます。インナー
クランピング部品の変位とボックスの音圧はセンサ（レーザセンサとボック
ス内のマイクロフォン）で測定され、信号処理のために時間信号として提供
されます。スパイダと小さなサイズのコーンの測定では、音圧測定が省略さ
れ、次に詳細に議論される1信号方法が使われます。

共振周波数を越えるスイープでの非対称サスペンションのボイスコイル変位
上のダイアグラムは、次のノンリニア症状が見つかる変位信号の記録を表し
ています：
1.共振より上で、振幅の特性減衰（ジャンピング効果）が明瞭に見られま
す。変位圧比|H1(jω)|の最大をサーチすると、損失係数Qが2以上の場合、
実効共振周波数ωpになります。損失係数はサスペンションの悪いクラン
ピングとガイドロッドのスライドにおける行き過ぎた摩擦を表示するよう
に、常にチェックされなければなりません。

2. DC成分がスティフネスの非対称によりダイナミックに発生し、振幅に
も依存します。DC成分は上図でも見られます。測定の始めに、変位
はほとんど対称ですが、高い振幅では非対称になります。最低値(-17
mm)は共振ωpで、正のピーク値(+11 mm)より低くなっています。

3. 高調波歪みは変位信号の中に見つかります。下のダイアグラムは共振
周波数（スイープ信号の最大変位）にある変位時間信号の1周期のス
ペクトラムを表示します。 スペクトラムは基本波、DC成分、ノイズ
フロアより上の2次と3次の成分から構成されています。
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サイン波励起で生成された共振周波数における変位の1周期のスペクトラム

実効スティフネス Keff
実効共振周波数ωR とムービング質量mが解かれば、実効スティフネスは

あるいは実効コンプライアンス

が計算されます。実効共振周波数ωRは振幅に依存するので、実効スティフ
ネスは変位Xpeakの関数として理解することもできます。

ノンリニア・スティフネス K(x)
サスペンションの特性についてのより詳細な情報が変位のスティフネスK(x)
変化をもたらします。カーブは音圧と変位信号で見つけられるノンリニア歪
みから計算されます。
方程式（2）の表現はノンリニア・スティフネスの識別をベースにしていま
す。測定された変位とノイズとキャリブレーション・エラーで破壊された音
圧信号を考慮すると、共振点の力のバランスはモデルエラー方程式として書
くことができます。

ノンリニアK(x)特性の形状はコスト関数の２乗エラーとなる簡単な最適化で
推測されます。

はある時間間隔にわたり最小化されます。カーブ形状のためにいろいろな候
補を探すために、K(x)は切り捨てられたベキ級数展開で表現されます。

未知の係数ki(i=0,1, … N)とエラー信号e(t)の間にはリニアな関係があるため、
係数は、線型方程式を解くことで(N+1)次元空間のコスト関数の最小を探し
推定できます。
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エラー方程式 (15) は追加パラメータm、抵抗R、実効エリアSsのため精密な
値が必要です。ムービング質量mはインナークランピングとサスペンション
部品の重さを測ることで簡単に測定できます。抵抗R、実効エリアSs は直
接には測定できません。この問題は[Klippel, Dynamical Measurement of
Loudspeaker Suspension Parts, preprint 6179 presented at the 117th
Convention of the AES, 2004 October 28-31, San Francisco, CA]の2信号法
として開発された修正エラー方程式を使うことで解決できます。
この手法は使用されるマイクロフォンへの要求が少なく、マイクロフォンが
校正されていなくても、振幅レスポンスが貧弱でも動作します。ボックス内
のマイクロフォンの位置と測定パスの時間ディレイは、同じ位置がプリとメ
イン測定で使われる限りクリティカルな問題ではありません。しかしながら、
マイクロフォンはテストエンクロジャ内に発生する音圧振幅にてリニアでな
ければなりません。レーザ変位センサは注意して校正されなければなりませ
ん。
スパイダと小さいサイズのコーンでは、音圧測定は除外され、簡単な1信号
法が使われます。テストボックスのアコースティック・コンプライアンスは
サスペンション部品のコンプライアンスと比較して大きい場合、簡単なエラ
ー方程式になります。この方法の有効性のための簡単なしかし信頼できる基
準は変位周波数レスポンスの中に見られる共振ピークの識別度になります。

抵抗 R
小信号ドメインでインナークランピング付きサスペンションはガイドロッド
使わずに測定できます。方程式（8）により抵抗は

既知の質量m、共振周波数ωoと測定された伝達関数Hx(jω)を使い計算できま
す。高振幅での測定はインナークランピング部品のガイドが必要になり、測
定される抵抗Rとサスペンションの損失へ寄与する摩擦は別々に測定できま
せん。しかしながら、サスペンション損失は2つの理由から最終的なスピー
カ機能にわずかなインパクトしか持ちません：

1. ギャップ内のボイスコイルを通過する空気のフロー抵抗がトータ
ルのメカ二カルQMSに大きな影響を与える。
2.電圧駆動スピーカシステムでは電気的なダンピングがトータル損
失係数QTSを支配する。
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故障とトラブルシューティング

概要
この章は SPM 測定で起きる共通の問題を解決できるような情報を提供しま
す。
問題にマッチした記述を見つけることができない場合は、次のオプションを
試してください：
・Distortion Analyzer と一緒に受け取りましたリリースノートをチェック願
います。この文書は製品およびインストレーション手順についての最新の
アップデート情報が含まれます。
・診断情報については、＜dB-Lab Start＞を使って dB-Lab をスタートしま
す。dB-Lab でライセンスファイルとインストールされたバージョンを確
認するために Help/About/File Information を選択します。設定あるいは結
果について問題がある場合には、黄色の封筒を使い、オブジェクト“SPM
Automatic”を E メールに添付して Klippel に送付できます。
ご質問は support@klippel.de にお願いいたします。.
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エラー・メッセージ
Import
“Fundamental”
Curve in Property
Page “Input”

理由：
2 番目の計算動作“2 CAL Find resonance”に適切なカーブがインポートされ
なかった。この場合、プロパティページ INPUT の Fundamental のエントリ
は空に（Fundamental を選択し、データを見るために Edit を押す）なって
いまです。
解決法：
1 番目の計算動作“1 TRF Find amplitude”のウインドウ Fundamental の
Fundamental カーブをクリップボードにコピー（カーブを選択し右マウスボ
タンを押す）し、“2 CAL Find resonance”にインポートします。

Import “TRF Setup”
in Property Page
“Input”

理由：
2 番目の計算オペレーション“2 CAL Find resonance”に TRF 設定がインポー
トされなかった。この場合、プロパティページ INPUT の TRF_Setup のエン
トリは空に（TRF_Setup を選択し、データを見るために Edit を押す）なっ
ています。
解決法：
1 番目の計算オペレーション“1 TRF Find amplitude”の設定をクリップボー
ドにエクスポートし（ウインドウ Im/Export をオープンし、Export to
Clipboard を押す）、データを“Input of 2 CAL Find resonance”ページの
TRF_Setup を入力するためにインポートします。

The resonance peak
is not distinct
enough!

理由：
メカ二カルな共振が共振周波数を見つけるのが難しいほどダンプされていま
す。
解決法：
設定の中ですべての摩擦を減らします；

Import
“Displacement ”
Curve in Property
Page “Input”

・

サスペンション部品のクランピングをチェックします。重心がスライド
の中間にあるようにします。

・

低振幅での粘りを避けるためにガイドロッドを取外します。

・

メカ二カルな共振の損失係数を増やすためにムービング質量を増やしま
す。

理由：
“3 TRF Main Measurement”で測定された Displacement が”4 CAL Stiffness
K(x)“にインポートされなかった。
解決法：
CALオペレーションのプロパティ・ページINPUTに時間変化のDisplacement

カーブをコピーします。

Import Mass “M” in
Property Page
“Input”

理由：
クランプされたサスペンションのムービング質量がインポートされなかった。
解決法：
秤でアセンブリの重さを測り、オペレーション“4 CAL Stiffness”のプロパ
ティ・ページINPUTに値を（g）で入力します。

39

No proper amplifier
output

理由：
エラーメッセージボックスクランプ"No proper amplifier output. SNR

lower than 35 dB（アンプ出力が出ていない、S/N 比が 35dB 以下）"
解決法：
・ 電源をチェック
・ ゲインをチェック
・ ケーブルとコネクタをチェック

Fundamental is too
low

理由：
基本波がノイズレベルより十分ではない。
解決法：
変位信号をチェック
入力電圧を上げる（TargetX）

Nb_of _harmonics is
too low

理由：
無効な数が、ステップ"4 CAL Stiffness K(x)"のプロパティ・ページの
"Nb_of_harmonics"のために、定義されています。
解決法：
Nb_of_Harmonics>=3に設定します。

Nb_of _harmonics is
too high

理由：
無効な数が、ステップ"4 CAL Stiffness K(x)"のプロパティ・ページの
"Nb_of_harmonics"のために、定義されています。
解決法：

Nb_of_Harmonics<30に設定します。

Low signal to noise
ratio (SNR) in
displacement

理由：
"3 TRF Main Measurement"のウインドウ "Y2(f)" が変位信号の S/N 比が低い
ことを表示。
解決法：
レーザ変位センサ（適切なレーザタイプ、ターゲットへの距離が適切か、十
分な反射）をチェック。

Resonance beyound
the optimal range
(reduce weight of
inner clamping)

理由：
共振周波数が低すぎる (<4 Hz)

Resonance beyound
the optimal range
(increase weight of
inner clamping)

理由：
共振周波数が高すぎる (> 48 Hz)

解決法：
インナークランピング部品の質量を減らす（金属製ナットの変わりにプラス
ティック製を使う）。

解決法：
インナークランピング部品の質量を増やす（ナットを追加）。
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Peak displacement is
too low (increase Max
Voltage)

理由：
10回の繰り返し後もターゲット変位の入力プロパティ・ページで定義された
必要なピーク変位が実現されなかった。
解決法：
• 適切な動作のためにレーザセンサをチェック
• プロパティ・ページで定義される"Max Voltage"の値を増やす。

Peak displacement is
too high (increase
TargetX)

理由：
10回の繰り返し後もターゲット変位の入力プロパティ・ページで定義された
必要なピーク変位が実現されなかった。
解決法：
TargetXを増やす。

Stop at maximal
iteration

理由：
10回の繰り返し後もターゲット変位の入力プロパティ・ページで定義された
必要なピーク変位が実現されなかった。
解決法：

測定を繰り返す。問題が続く場合はKlippelまでご連絡ねがいます。

The curves have not
the same data length

理由：
カーブ ''Y2Fund'' と ''Y2Noise'' が同じデータ長でない。
解決法：
SPM Automaticを使うか、ステップ"3 TRF Main Measurement" からカーブ
''Y2Fund'' と ''Y2Noise'' を用意する。
Chart "Y2(f)"
Y2Fund = Curve: "Signal Lines"
Y2Noise = Curve: "Noise floor"

Summary file does
not exist ...

理由：
予期されないエラー: コマンドのオープン不良
解決法：
Klippelまでご連絡ねがいます。

警告メッセージ
Harmonics are not
above noise level.
Increase amplitude
(or TargetX)

理由：
ノンリニアリティでないため検出された高調波がノイズレベル以下。

Cannot check SNR,
missing curve data
of ..

理由：
変位のS/N比計算のためのカーブの1つが用意されない。

解決法：
入力電圧(TargetX)を上げる。

解決法：
SPM Automaticを使うか、ステップ"3 TRF Main Measurement" からカーブ
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''Y2Fund'' と ''Y2Noise'' をコピー&ペーストする。
Chart "Y2(f)"
Y2Fund = Curve: "Signal Lines"
Y2Noise = Curve: "Noise floor"

Harmonics are not
above noise level.
Reduce
Nb_of_harmonics to ..

理由：
ユーザにより指定された高調波 "Nb_of_harmonics" がノイズレベル以下。
解決法：
オペレーション"4 CAL Stiffness K(x)" の入力プロパティ・ページの
"Nb_of_harmonics" を推奨値まで下げる。

Nonlinear curve
cannot be measured
with current setup

理由：
スティフネス・カーブの一部がネガティブ。

Cannot write into
summary.txt. Invalid
in_path=…

理由：
"in_path" がシステム上で得られないか、エンプティ（空）。

解決法：
高調波の次数 "Nb_of_harmonics"を変更。

解決法：
この問題を避けるためにSPM Automatic を使うか、オペレーション"4 CAL
Stiffness K(x)" の入力プロパティ・ページの"in_path" パラメータをチェック。

推奨メッセージ
Suspension is almost
linear. Increase
amplitude (targetX) to
find nonlinearity.

理由：
ノンリニアリティでないため検出された高調波がノイズレベル以下。

Set Nb_of_harmonics
to ...

理由：
ユーザにより指定された高調波 "Nb_of_harmonics" がノイズレベル以下。

解決法：
入力電圧(TargetX)を上げる。

解決法：
オペレーション"4 CAL Stiffness K(x)" の入力プロパティ・ページの
"Nb_of_harmonics" を推奨値に設定する。
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