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概要：本研究は，広帯域信号が再生可能な音響測定や音楽の聴取を含む実用に耐えうるパラメトリックスピーカの実

現に向けて，超音波振動子の特性と駆動方式に着目し，駆動方法の最適化を試みたものである。レーザドップラ振動

計を用いた振動子の振動測定によって高電圧駆動における振動子のひずみが復調音の高調波ひずみの増加にほとんど

寄与しないことを明らかにした。さらに，高電圧駆動においても適切な変調方式を用いると，振幅変調より高調波ひ

ずみの低減が可能なことを確認した。振動子から放射される超音波の周波数特性が復調音の周波数特性に与える影響

を利用し，通常のダイナミックスピーカでは得られない平坦な周波数特性の音を再生できることを明らかにした。
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1. ま え が き

パラメトリックスピーカは超音波を搬送波とした振幅

変調信号で駆動され，空気の非線形性によって空気中で

復調された可聴音を再生するスピーカである。原理であ

るパラメトリックアレイは水中の現象として 1960年に

Westervelt によって報告された [1]。その原理が米山ら

によってスピーカとして応用されたのがパラメトリック

スピーカの起源である [2]。その復調音は指向性が鋭く，

目的の場所にのみ音を届けることができる。しかし，パ

ラメトリックスピーカには実用化にあたっていくつかの

課題が残されている。その 1つは音質の向上である。原

理的に高域に比べ低域の周波数の再生が困難であり，復

調音に高調波ひずみが多く含まれるので，実用に際して

ひずみが少なく平坦な周波数特性が求められる。

本研究は超音波振動子の特性と駆動方式の工夫によっ

て音響測定や音楽の聴取を含む実用に耐えうるパラメト

リックスピーカの実現を目指したものである。

2. パラメトリックスピーカ

2. 1 パラメトリックアレイ

振幅が増すことによって瞬時音速の変化が無視できな

くなる音波を有限振幅音波という。周波数の異なる 2つ

の有限振幅音波を放射すると，媒質中で互いに干渉し高

調波以外に差音と和音が発生する。この現象によって新

たに発生する 2次波の仮想音源は 1次波の伝搬に伴って

次々に生成され，ビームの伝搬方向に対してすべて同位

相になり加算される。2次波は蓄積的に振幅を増し，増

幅作用は 1次波の振幅が音波吸収や球面拡散によって減

衰するまで持続する。このような差音の生成過程はアン

テナ工学における縦型アレイと動作原理が似ており，パ

ラメトリックアレイと呼ばれる。差音のパラメトリック

アレイは周波数が低いにも関わらず指向性が鋭くなる。

2. 2 復調音の周波数特性

駆動信号である 1次波が振幅変調 (AM)波

pi = p0(1 +ms(t)) sin 2πf0t (1)

のとき，2次音圧はスピーカより十分遠方の音軸上にて

p ∝ ∂2

∂t2
(1+ms(τ))2

=
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(
2ms(τ)+m2s2(τ)

)
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となる [4]。ここで，pi は 1次波音圧，p0 は音源音圧，m

は変調度，s(t)は可聴音となる信号，f0は搬送波周波数，τ

は遅延時間である。角周波数を ω として s(t) = cos(ωt)

の場合を考えると，式 (2)から 2次音圧は s(t)の時間 2

階微分に比例するので，2 次音圧は ω2 に比例する。し

たがって，パラメトリックスピーカの復調音の周波数特

性は 12 dB/octで上昇し，高域に比べて低域の再生が難

しい。

2. 3 駆動信号の変調方式

式 (2)において s2が高調波ひずみの原因であり，mが

十分小さいときひずみはないが，2次音圧 pはmに比例

しているのでmを小さくすることは復調音圧を得る上で

好ましくない。そこで，入力信号の平方根をとる変形両

側波帯 (MDSB, Modified Double SideBand) 振幅変調

は原理的にひずみが生じない [3]。また，単側波帯のうち，

特に下側の側波帯を利用する方式を LSB-WC(LSB-WC,

Lower SideBand - with Carrier)，上側の側波帯を利用す

る方式を USB-WC(USB-WC, Upper SideBand - with

Carrier)と言う。これらの変調方式では搬送波と側波帯

の差音が可聴音として再生され，搬送波の両側に側波帯

が生ずる AM方式のように側波帯同士の差音が生じない

のでひずみが低減される。



3. 振動子の特性と駆動方式に着目した

広帯域パラメトリックスピーカ

3. 1 振動子のひずみが復調音に与える影響

原理から導かれる復調音の周波数特性は 12 dB/octで

高域上がりだが，実際はパラメトリックスピーカを構成

する超音波振動子もシステムの一部であり，その特性が

復調音に与える影響を無視できない。変調波の超音波を

大音圧で放射するにはある程度大きな駆動電圧が求め

られるが，過大な駆動電圧に対して振動子がひずみ，そ

のひずみが復調音に影響を与えると考えられる。そこ

で，駆動電圧を変化させたときの超音波振動子の振動を

LDVを用いて測定した。使用した超音波振動子は SPL

製 UT1007-Z325Rで，共振周波数は 40 kHz，最大駆動

電圧は 70 Vpp である。変調信号を入力し駆動電圧を上

げていくと 12 Vppを超えるあたりから波形が乱れひずみ

が発生した。このような駆動電圧によって生ずる振動子

のひずみが復調音に与える影響を調べた。振動子を 240

個正方形状に並列接続してパラメトリックスピーカを構

成し，1.5 mの距離で復調音を測定した。駆動電圧が 10

Vpp，40 Vpp のときを比較すると，いずれの周波数にお

いても目的音と第 2高調波の比率はほとんど変わらない

ので，振動子のひずみは高調波の増加にはほとんど寄与

しておらず，その影響を無視できることが確認できた。

3. 2 振動子の特性を利用した周波数特性の平坦化

パラメトリックスピーカの復調音圧は超音波の音圧に

依存するので，超音波帯域の周波数特性が復調音の周波

数特性を決定する。超音波振動子の周波数特性を制御す

ることができれば，周波数特性の重み付けを行わずとも，

復調音の周波数特性を平坦化することが可能である。図

―1に 40Vpp 入力時に 1.5 mの距離で測定した超音波の

周波数特性を示す。共振周波数 40 kHzを境に下側に対

して上側は緩やかなカーブとなっている。変調方式を変

えて駆動したときの復調音の周波数特性を測定した。一

例として駆動電圧を 40Vpp，変調方式を 40 kHzを搬送

波とするAM，LSB-WC, USB-WCとしたときの測定結

果を図―2に示す。

まず，実線で示した目的音の復調音圧に注目すると，

いずれの変調方式も 60 dBの低音の再生が実現できてお

り，理論値である 12 dB/octよりは緩やかな高域上がり

となっている。5 kHzより低域は変調方式による優位差

はほとんど見られない。これは図―1で示したように共

振点近傍の周波数特性が 40 kHzを中心にほとんど対称

であるからだと考えられる。また，5 kHz以上の高域は

40 kHz を境にした下側と上側の周波数特性の違いから

復調音の音圧に大きな差がある。次に，破線で示した第

2高調波に注目すると，いずれの変調方式も AMと比較

して第 2高調波の低減が実現できており，ほとんどの周

波数で 10dB以上の優位差がある。特に，3 kHz以上の
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図―1 超音波振動子の周波数特性
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図―2 目的音（実線）と第 2 高調波（破線）の音圧レベル

帯域では 30～50 dBも目的音に対して少ない。

4. む す び

パラメトリックスピーカの音質改善を目指し，超音波

振動子の周波数特性が復調音に与える影響を調べた。高

電圧駆動による振動子のひずみは復調音の高調波の増加

にほとんど寄与しておらず，無視できるほどの影響であ

ることを明らかにした。また，高駆動電圧においても，

変調方式を工夫することにより，AMより高調波ひずみ

が下がることを確認した。LSB-WCでは USB-WCに比

べて 5 kHzより高域の再生が抑えられており，振動子か

ら放射される超音波の周波数特性が復調音の周波数特性

に与える影響を確認できた。特に USB-WCの復調音は

簡単な周波数重み付けを行うことにより，通常のダイナ

ミックスピーカでは得られないほど周波数特性が平坦な

音を再生できることが明らかになった。今後は測定結果

から得られた知見を，平坦な周波数特性で再生可能な振

動子の設計に活用していく所存である。

末筆ながら，本研究に度々貴重なご助言を賜った米山

正秀博士に深謝する。
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