


はじめに

みなさんこんにちは！モノのしくみ探究部です。モノのしくみ探究部は『モノのしくみを見

抜く視点を養うこと』を目的に活動しています。そしてこの度第2回目の防滴Bluetoothスピー

カ分解ワークショップの探究活動からわかったことを踏まえて図鑑を作成しました。一人でも

多くの人がこの図鑑を読んで、モノのしくみを探究する楽しさを体感していただければ嬉しい

です。

体感するのに必要なことは一つ！分解前に中の仕組みを予想して想像してみること。それで

は、楽しんで読んでください！

＊分解を行う際は保護者の方と行ってください。
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分解編
ダイソーで購入したこちらです



分解①
ドライバーで開けたら、基板とスピーカーが出てきました。

スピーカーの構造や基板の上の部品はどんな役割を持っている
のだろう？

分解②
基板のねじをドライバーで取ったら、下にバッテリーが入って
いました。

バッテリーって、よく考えてみるとどういう仕組みで動いてい
るんだろう？



分解③
スピーカーを分解してみると、、、 実験・調査編

それでは分解して出てきた疑問を実験調査してみよう！！



Bluetoothを直訳すると
「青い歯」ですが、これは10世
紀のデンマーク王、ハーラル1
世の異名「青歯王」から取られ
ています。ハーラル1世は、国と
国をまとめて平和にしたことで知られる人物です。当時乱
立していた無線規格をまとめ、新しい無線規格で複数機器
をつなぎたいという思いから、功績にちなんで「Bluetooth」
と名付けられました。

スピーカーの仕組み

では、スピーカーはどう
やって音を出しているので
しょうか？
その仕組みをさっそくみて
みましょう。

部品の役割
「ボイスコイル」
ボイスコイルには一番最初に電気信号が来ます。
電流が流れると、マグネットと反応します。
「マグネット」
ボイスコイルと反応すると、振動が生まれます。
「コーン紙」
マグネットの振動でコーン紙が振動し、それが空気を振動させ
音を出します。
流れる電流の大きさによりコーン紙の振動の幅は変わります。
ちなみに、ただの厚紙です。
「センターキャップ」のことは載っていませんでした。WEBで調べた結果

スピーカーは、電気信号を人の耳に聞こえるように
空気の振動に変える役割を果たしています。

これは、音を出す「スピーカーユ
ニット」を横から見た断面図です。
次のページで、この部分たちの役
割をご説明します。
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て組み合わせたもの
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イヤホンの中にスピーカー？

🔸分解🔸 イヤホンには、ねじで留められている部
分がなく、「ペンチ」を使って、分解す
るしかありませんでした。

🔸分かったこと🔸

イヤホンの中にも防滴Bluetoothスピーカーを分解したと
きに出てきた「磁石」と「コイル」が入っていました。

大変だった！

ヘッドホンの中にスピーカー？

🔸分解🔸

ヘッドホンは、ねじで留められてい
る部分をドライバーではずすと簡単
に分解できました。

🔸分かったこと🔸

・ヘッドホンの中にも「磁石」と「コイル」がありました。
・他のスピーカー部分に比べると、薄くて平べったい形を
していました。
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どうやって防滴に？

実験①
中身が入っていない状態
で、きりふきの水をかけ
てみよう！

少しは、水が入ったが、あまり
入らなかった。
なにかまだ何かありそう。

結果

どうなるのかな？
スピーカーくっついている
の？

スピーカーに
ビニール？
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実験② 中身が入っていない状態で、
水の中に入れてみよう！

中に水は入るのか
な？

中に水が入ってしまったら、
防滴の意味が無くなってしまいます。

結果
けっこう水がたまった。
なにかありそう。

このビニール
になにかありそう！

もしかして、このビニールが大事かも？
このビニールで防水に！



Bluetoothは、近距離にある機器同士の通信を得意として
います。さらにデータの小さ
い通信にも向いています。通
信速度が速いWi-Fiは大き
なデータを通信することがで
きますが、データが大きいほ
ど、通信の遅れも起こりやす
くなります。
Bluetoothは、Wi-Fiより
データの小さい通信に特化
することで、遅れの少ない
安定した通信ができます。
また、使う電力が少ないため
長く接続しておきたいものに
も使えます。他にも他の電波
に強く、Wi-Fiで使っている
所をBluetoothがゆずり、空
いている所を通るというAFH
の技術や障害物にさえぎられ
にくいという特徴があります。

Bluetoothとは？

チップの話
左の写真にもあるように、 A3（AB？）
というチップがうめこまれていました。

Bluetooth の仕組み調
べてみました。

まずは右側の表をごらんくだ
さい。一見、Wi-Fiの方が良い
性能と思うかもしれません。
でも、用途によって向き不向
きがあるというもの。次ペー
ジでBluetoothの特徴をご説明
します。
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このチップについて調べ
ても出てきませんでした。
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Wi-Fi Bluetooth

通信範囲 広い 狭い

通信速度 速い 遅い

消費電力 多い 少ない

①近距離での通信
②長時間の通信
③音量の小さい通信

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

AFH…Wi-Fiが占有する周波数を回避する技術

Wi-Fi

Wi-Fi

2.4GHz帯

電波の指向性が低く障害物にさえぎられにくい



何でそんなに中身がないの？

中身はこれだけ！

バッテリー

基板

スピーカー

どう線

材料も少しかな？

＜基板＞
プラスチック 金属

＜バッテリー＞
ビニール 金属 炭素棒

＜スピーカー＞
ビニール 金属 マグネット（電じ
しゃく）

＜どう線＞
ビニール 金属

計・・・

＜本体＞
プラスチック
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６種類の材料だけ！
一番使われている場所が
多いのは、金属！
つづいてビニール。その
次にプラスチック！
あと、炭素棒（えんぴつのし
ん）、マグネット（電じしゃ
く）があります！
あと、クッションみたいなスポ
ンジがあったよ！

スポンジ
なんか黒い！

えんぴつのしんはおもしろい！

なんでえんぴつのしん？



バッテリーとは？

電池のことです。エネルギーによって直流の電力を生み
出すもの。バッテリーのにおいはくさい、人間にわるい
ので注意。
身体にバッテリーの成分が触れてしまったら、十分に水
で洗い流す。
＊ある程度の量を飲んだり、目に入ったり、長時間触れ
てしまったら、大量の水で流した後に必ず病院に行く。

導線

物を分解するときは導線を切らないようにする。
なぜかというと電気が流れなくなってしまうからです。
分解する際は注意してください

バッテリー 導線

Writer:KOUTA Writer:KOUTA

Report No.7 Report No.8

参考サイト：
https://kenkou888.com/category18/entry217.html



グルーガンと同じ材料？？

このビニール

グルーガンの内部
（バッテリー）に
使われていた。

見た感じは、両方バッテリーに巻いてあ
る！
そのビニールを外すとかん電するっていっ
ていたような。。。

どういう場所にあるか考えてみよう！！

はがすと
こんな感
じ！
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たぶんはがして使うと
かん電する。

←ここが
電気の通る！
ところ

参 加 者 の 考 え

色もまったくいっしょ
だよね！

とても必要そう！

グルーガンでも、スピー
カーでも同じくらい大
切！

ちなみに、グルーガンで
くっついていたよ！



基板は何してるの？

基板の上には、黒くて金属の足が生えた
部品が載っています。よく見たら、基板
上に直線がいっぱいあって、各部品の金
属部分とつながっています。
いったいどのような仕組みなのでしょう
か？

🔸調べてみた🔸

防滴Bluetoothスピーカーとハンズフリーイヤホンの中に
は基板が入っていて、有線イヤホンや有線ヘッドホンの中
には入っていませんでした。ここにヒントがあるかもしれ
ないです！

🔸分解して分かったこと🔸

・基板とは
各電子部品どうしを電気的につなぐ板。
基板上には、光るLEDや抵抗（電気を流れにくくする）、コン
デンサ（電気をためたりする）、アンテナ、CPU（ほかの電子
部品を制御する）など様々なものが載っている。

・部品に上にあるってなに？
右の写真の数字が書いてある部品は
抵抗という部品。この数字は電気の
流れにくさを表す。

🔸考えてみたこと🔸

防滴Bluetoothスピーカーには基板があって、有線イヤホンに
は基板がなかった理由は、防滴Bluetoothスピーカーには各部
品を制御するCPUがあって基板が必要ですが、有線イヤホンは
一つの機能しか持たない部品のため基板が必要ないからかも
しれないです。
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オシロスコープってなに？？

VIVISTOP柏の葉には、電子工作に強い興味を持つ子どもが
いたときに登場する「オシロスコープ」があります。
目では見えない電気の波形を見ることができます。
今回はスピーカーに流れる波形を見てみました！

🔸実験🔸

スピーカーの電気が流れている
ところに計測器具をつなぐと、
音の情報のもとになる電気波形
を見ることができました。音楽
や「ピー」という音を流してみ
ました。

この先端をスピーカーの電気が流れるところに繋ぐ→

🔸わかったこと🔸
・音の大きさで波の大きさが
変わる
・同じ音が連続して流れてい
るときは、同じような波形が
連続して表示される。

←「ピー」という音を流したときの波形
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あとがき

ひろ
『防滴Bluetoothスピーカー分解図鑑』最後までお読みいただきあ
りがとうございます！
僕はこの本の中で「スピーカーのしくみ」と「Bluetoothのしく
み」を担当しました。この本のために調べまくりました。正直に
言って、大変でした(苦笑)でも、「分解と調べたことをこの本で
まとめられるんだ！これでまとめることによってわかりやすくな
るんだ！」って自分に言い聞かせて頑張りました。もし皆さんが、
この本を読んでわかりやすかったとかの感想を持ってくれたら、
もうこれ以上のことはありません。
最後に、このような場を設けてくれたグッチとりょう君に感謝を。
グッチとりょう君いなかったら僕の分解成立しませんでした。こ
の場を設けてくれて、僕のサポートしてくれて、ありがとう！
そして、(繰り返しになりますが)皆さんが読んでくれてるのを見
ると、作ってよかったなって思います。これぞやりがいってやつ
です。無論、読者の皆さんにも最大級の感謝を。ありがとうござ
いました！

にじか
楽しかったーーーーー！！
公衆電話やりたかったーーー！！！！！！！
これからもよろしくね！！！！！！！！！！

こうた
バッテリーは臭い！

グッチ
読み始めたときとは違う見方で防滴Bluetoothスピーカが、見
えてきませんか？そして、あなたはもう身の回りにあるテレビ
やパソコンの中にある音の出る仕組みがどうなっているのか想
像できるようになっているかもしれません！
この図鑑がきっかけとなり、モノの仕組みについて興味を持っ
ていただければ嬉しい限りです。最後まで読んでくれてありが
とうございました。

参考サイト
・【スマホライフの味方「Bluetooth」】名前の由来や仕組みをかんたん解説！
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20200228_04
・【超初心者のための「スピーカーって何？」Part.1】
https://www.denon.jp/ja-jp/blog/3652/index.html
・電池の情報サイト
https://kenkou888.com/

https://www.denon.jp/ja-jp/blog/3652/index.html
https://kenkou888.com/



