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概要： 市町村の防災行政無線放送では明瞭な拡声が求められている．電波と音波を併用する気象レーダー（RASS）

などの屋外で大音量の音を放射する場合において音源周辺における騒音が問題となっている。これらの問題は従

来より用いられているホーンスピーカに代わって平板スピーカを用いることにより，その鋭い指向性から目的の

場所近傍にのみ音情報を届けることで解決を図ることは可能である。しかし、風の影響を受けて音波面が流され

てしまい、狙った場所へ音を届けられないなどの問題をはらんでおり、風の影響を考慮した拡声が求められる。

そこで、本研究では平板スピーカの特性を求め，平板スピーカを RASS に応用する上で，特定周波数を伝搬する方

法について検討し，RASS や屋外拡声に応用する際に考えられる種々の風の影響を調査し，その結果をまとめた． 
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１．まえがき 

 屋外拡声において，音源周辺に配慮した拡声が

求められている[1]．平面波を放射できる平板ス

ピーカを用いることによって音源周辺への騒音

問題を解決することは可能であるが，風の影響を

受けて音波面が流されてしまう問題をはらんで

いる．本研究では平板スピーカの特性を求め，

RASS(Radio Acoustic Sounding System) [2]に応

用する上で，特定周波数を伝搬する方法について

検討し風の影響を調査した． 

 

２．平板スピーカの特性 

 平板スピーカ W3232 を 1 枚用いた場合の指向

特性を 0° から 180° で測定した．その結果を 

図－1 に示す．0° がスピーカの表側で 180° 

が裏側である．正面から 20° ほどずれると音圧

レベルが大きく減衰し，指向性が鋭いことがわか

る．これより，狙ったところへの拡声も可能であ

り，音源周辺における騒音問題は現状より低減す

ることが可能である． 

 

３．特定周波数の強調 

 RASS への応用を考え，RASS で使用する電波と

音波の波長の関係から 3kHz を強調して伝搬する

実験を行った．音源は TSP 信号を用いた．平板

スピーカからは裏表の両面から音が放射され，音

波は表と裏では位相が逆になって放射される．図

－2のようにスピーカを配置することで，表裏の 

 

図－1 指向特性 

図－2 反射板とスピーカの配置 

図－3 32ｍでの周波数特性 
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両方から放射される音波を利用して 3kHz のみを

強調できる．図－3 にスピーカから 32m 離れた地

点の周波数特性を示す．これより，3kHz 付近で

他の周波数よりも大きく出ていることがわかる 

． 

４．平板スピーカと風の影響  

 平板スピーカを用いた場合の風による到達時

間の変化，音圧の変動について調査するために早

稲田リサーチパーク環境情報実験棟前の広場に

て図－4 のようにスピーカとマイクを並べ測定

した．音源は TSP 信号とホワイトノイズを用い

た．TSP 信号からインパルス応答を求め，振幅の

最も大きい時間を音波の到達時間とし計算した．

音波の到達時間と風の音波進行方向成分を 図－

5，6 に示す．風速が大きく変化しているところ

では到達時間も同じように変化している様子が

見て取れる．ホワイトノイズは 1/3 オクターブ

バンド中心周波数音圧レベルで解析をした．図－

7 に 64m での周波数ごとの音圧レベルを示す．

また，そのときの風速の音波進行方向成分を 図

－7に示す．横軸は録音した回数で時系列になっ

ている． 2kHz 以上では音圧レベルと風速の音波

進行方向成分との間に関係性は見られなかった．

しかし，風速が小さくなると全体的に音圧差は小

さくなるということより，音圧変動そのものは風

が影響しているものと考えられる． 

 

5．むすび 

 平板スピーカの鋭い指向性や反射板の利用に

より音源付近の環境に配慮した拡声が可能であ

ることを確認した．一方で，より効率的な拡声を

目指す上で，平板スピーカの枚数や組み合わせ方

などの課題が残る．風の影響については風速が小

さくなると全体的に音圧差は小さくなるという

ことより，音圧の変動そのものは風が影響してい

るものと考えられる．今後，風の影響により波面

が流される度合いを求めるなど，さらなる研究が

必要である． 
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