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概要：特定の範囲に音を届けることが可能であるパラメトリックスピーカは，原理として超音波を用いている．そのた

め，超音波振動子の形状や駆動条件によっては目的方向以外へ音が放射される場合がある．本研究では，目的方向を正

面方向とし，正面方向以外の可聴音放射の一因であるグレーティングローブを抑えるために不等間隔な振動子アレイ

の設計・作成を行い，さらに正面方向への可聴音放射を向上するために，振動子の外部に設置するアダプタの設計と作

成を行った．作成したアレイ・アダプタに対しての理論計算と実測により，等間隔な配置のアレイに比べて不要方向

への可聴音放射の低減を確認し，アダプタ設置によって一部周波数において正面方向への可聴音圧の向上を確認した．
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1. は じ め に

近年，ターミナル駅などにおいて音声案内が混在しな

いようにするため，特定方向のみへ音を伝達する，とい

う需要が存在する．その需要を満足するため，音に指向

性を持たせるための手段が多く検討されている．その一

つが，鋭い指向性を持ったスピーカとして知られるパラ

メトリックスピーカ [1]である．

本スピーカを駆動するためには，大音圧の超音波を要

する．その際に空気中で超音波を放射するために用いら

れるのが，空中用の超音波振動子である．しかし，現状

では振動子単体では必要音圧に満たない場合が多く，超

音波振動子を複数個並べてアレイを作成することで大音

圧の超音波を実現している．しかし，既存の振動子の波

長やサイズなどの関係で，意図する方向外への放射の可

能性がある．

そこで本研究では，目的方向を正面方向とし，正面方

向以外の音の放射を低減し，正面方向音圧の増加のため

の検討を行うものである．

2. 原 理

2. 1 パラメトリックスピーカ

複数の周波数を含む大音圧音波を媒質中に同方向に放

射すると，伝搬媒質の非線形性によりそれらの周波数の

高調波や差音・和音が二次的に生成され，その差音は鋭い

指向性を持つ．この性質を利用して，振幅変調された大

音圧の超音波を空気中に放射することで，被変調波であ

る目的音を狭指向に伝搬するのがパラメトリックスピー

カである．

変調された超音波信号を Pi，復調された可聴音信号を

Ps とおくと，周波数領域では，可聴音周波数 fa・搬送

波周波数 fc とすると，変調の側帯波は fside(= fc ± fa)

となり，Ps は，

Ps(fa) ∝ fc · fside · Pi(fc) · Pi(fside) (1)

で表され，可聴音周波数ごとの音圧は，目的周波数 fa と

変調波中にある搬送波 (Pi(fc))，側帯波 (Pi(fside)) の周

波数における音圧の積に比例する．

2. 2 アレイの指向性

パラメトリックスピーカは 1次波として大音圧の超音

波を空気中に放射することで目的音に指向性を持たせる

スピーカである．そのため，大音圧の超音波を空気中に

放射させるための素子が必要になる．そのため，同じ超

音波振動子を複数個アレイとして配置したものを用いる

のが一般的である．その場合，アレイとしての指向性を

考慮する必要が生じる．一次元のラインアレイについて，

n番目の振動子の位置を xn とおくと，アレイの遠方解

指向性は，

R(f,θ) =
∑
n

An exp (jϕn) exp

(
j2πfxn sin θ

c

)
(2)

に単体指向性 D0 を掛け合わせたものとなる．ここで

An, ϕnは各振動子の振幅と位相，jは虚数単位である．こ

の式 (2)の形から，隣り合う振動子間距離 d(= xn+1−xn)

と，超音波の波長 λ(= c/f)の大小関係によって，遠方

解指向性で正面方向以外にも音波が放射される可能性が

考えられる．これはグレーティングローブ (GL)と呼ば

れ，λ < dの場合，

θGL = sin−1

(
m

λ

d

)
(3)

に放射される．このとき，mは整数である．超音波振動

子がアレイとして等間隔に並んでいる場合，GLは全て

の振動子間隔について同じ θGL で発生する [2]．



2. 3 可聴音指向性

2. 1，2. 2より，パラメトリックスピーカの可聴音指向

性 R(fa,θ) は，

R(fa,θ) = D0 ×R(fc,θ) ×R(fside,θ) (4)

となる．ここで，R(fc,θ)，R(fside,θ) は変調波内の搬送

波・側帯波のそれぞれの指向性である．よって，パラメト

リックスピーカの可聴音指向性は変調波の各周波数成分

の指向性の積となり，アレイ作成の要因によって超音波

信号に生じる GLはそのまま復調可聴音の指向性に影響

を与える．したがって，可聴音にも目的方向以外の GL

が発生することが考えられる．

3. GL低減のためのアレイ設計

前述の GL を低減するため，隣り合う振動子間距離

d(= xn+1 − xn) を不等間隔的に調整するアレイを設計

することにより，可聴音における GL低減を目指す．

配置における最小素子間距離を dmin，実装時に制限さ

れる最小の距離ずらし幅を aとし，n番目と (n+ 1)番

目の搬送波放射用振動子の距離差 dn が

dn =

{
dmin (n = 1)

2dmin + a(n− 2) (n >= 2)
(5)

となるように搬送波放射用の振動子を配置し，n >= 2に

おいて各素子の間に振動子１個分以上のスペースを用意

して側帯波用の振動子を配置した．比較用に同じ個数の

密に配列した等間隔アレイも作成し，数値計算と実測に

より指向性を評価した．

搬送波を 40 kHz，側帯波を 41 kHzとした場合の可聴

音周波数 1 kHzにおける等間隔・不等間隔両アレイの指

向性の数値計算結果を図–1に示す．等間隔アレイによっ

て生じている 60◦ 付近の GLの低減を確認したが，同時

に新たな角度として，実測データでは 20◦ 付近に新たな

サイドローブが発生しており，改良が必要である．

4. 外部設置アダプタによる正面方向音圧向上

前章ではアレイの指向性を設計したが，本章では振動

子単体の指向性を設計する．特定周波数の波動情報にお

ける指向性を鋭敏化するため，搬送波周波数の波長 λに

対して λ/4毎に振動子直上に円板を設置するアダプタを

設計し，正面方向の音圧の向上を確認した．

搬送波を 40 kHz，側帯波 41 kHzにおける可聴音周波

数 1 kHzとしたときの等間隔・不等間隔両アレイの指向

性の実測結果を図–2に示す．図より，特定地点に振動子

単体にアダプタを設置した場合に，正面方向の音圧を 10

dB程度向上できることを確認した．

一方で，特定地点から外れた箇所にアダプタを設置し

た場合には音圧そのものが低減してしまうことも確認で

きた．
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図–1 1 kHz 可聴音の数値計算 (上) と実測 (下) の指向性
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図–2 振動子直上にアダプタを設置した時の指向性．点線がア

ダプタを設置していない場合の指向性を示す．

5. む す び

本研究では，パラメトリックスピーカ駆動において，

目的方向外への放射低減と目的方向への音圧向上に向け，

GL低減のためのアレイ設計と，外部設置アダプタによ

る正面方向音圧向上を行った．GLが発生してしまう条

件下においての GL低減を確認するとともに，振動子単

体を対象にしてアダプタの有用性を確認した．今後は両

手法を合わせ，アレイで駆動した際の正面方向音圧の相

対的な向上を目指す．
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