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1 はじめに

近年，超指向性を有するパラメトリックスピーカ

[1]が注目され，実用化が進められている．パラメト
リックスピーカは，超音波の直進性を利用すること

で超指向性を実現し，オーディオスポット [2]と呼ば
れる特定の受聴領域を容易に構築できる．また，パ

ラメトリックスピーカの壁面反射を利用することで，

反射壁面から任意の位置にオーディオスポットを形

成できる．この壁面反射を利用したオーディオスポッ

トのことを壁面反射型オーディオスポットと呼ぶ．壁

面反射型オーディオスポットでは，直接音は受聴者に

到来せず反射音のみが到来するため，反射壁面上に

音像を構築でき，あたかも音が壁面より放射されて

いるように受聴者に知覚させることができる．この

技術を用いると，展示物や映像の位置に音像を構築

でき，パラメトリックスピーカの更なる利用形態拡

大が期待できる．しかしながら，壁面反射型オーディ

オスポットにおける音像の知覚領域はパラメトリック

スピーカの放射特性に依存するため，パラメトリック

スピーカ単体で構築する壁面反射型オーディオスポッ

トは音像の知覚領域が狭い．そのため，パラメトリッ

クスピーカ単体で構築する壁面反射型オーディオス

ポットは複数人での同時受聴が困難であるという問

題がある．我々はこれまでにパラメトリックスピーカ

アレーを用いることで壁面反射型オーディオスポット

における音像の知覚領域拡大する手法を提案してき

た [3]が，パラメトリックスピーカの面積が大きくか
つ平面であるため制御の自由度が低いという問題が

あった．そこで本研究では，超音波素子を曲面上に配

置した曲面型パラメトリックスピーカを用いること

で，受聴領域の拡大を目指す．

2 曲面型パラメトリックスピーカ

本研究では，超音波素子を直線状に配置した基板

を曲面上に複数列配置することで形成される曲面型

パラメトリックスピーカを用いて受聴領域の拡大を

試みる．ここで，作製した曲面型パラメトリックス

ピーカを Fig. 1に示す．Fig. 1における超音波素子
は SPL (Hong Kong) Limited製 UT1007-Z325Rを
使用した．この超音波素子は，共振周波数 40 kHz，
直径 9.9 mmであり，各基板にそれぞれこの超音波素
子が 10個ずつ並列接続されている．本研究では，こ
の基板を 5列横に配置して使用した．そのため，使
用する超音波素子数は合計 50個である．曲面型パラ
メトリックスピーカは，Fig. 2に示すように曲面の
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Fig. 1 Curved type parametric loudspeaker

(a) Convex type (b) Concave type

Fig. 2 Concept of the proposed parametric loud-
speaker

外側に超音波素子を配置した凸型と曲面の内側に超

音波素子を配置した凹型の 2種類について検討する．
凸型では，放射方向を広げることにより通常配置より

も広い指向性を形成することを目指し，凹型ではス

ピーカ近傍に焦点を形成し，その焦点より遠方で指向

性を広げることを目指す．また，曲面型パラメトリッ

クスピーカは配置する曲面の曲率を変化させること

で，放射特性を制御することができると考えられる．

本研究では，曲率は Fig. 2における円弧の半径 r1，

r′1により決定する．また円弧の弦長を x1，x′1，焦点
Aから点Dまでの距離を r2，焦点A′から点D′まで
の距離を r′2とすると，曲面型パラメトリックスピー
カのビーム幅 x2，x′2は以下の式により算出できると
考えられる．

x2 = x1
r2

r1
， (1)

x′2 = x′1
r′2
r′1
， (2)

式 (1)，(2)より，ビーム幅 x2，x′2 は円弧の半径 r1，

r′1 を小さくすることで広げることができると考えら
れる．評価実験では曲率の変化による放射特性の変

化についても検討する．
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Table 1 Experimental conditions
Ambient noise level LA = 18.8 [dBA]
Sampling frequency 192 [kHz]
Power amplifier YAMAHA, P4050
A/D,D/A converter RME, FIREFACE UFX
Sound source TSP(219 [point])
Environment Soundproof chamber

Fig. 3 Arrangement of parametric loudspeaker and
microphones

3 評価実験

3.1 実験条件

曲面型パラメトリックスピーカの放射特性を確認

するために，復調音 (0～20 kHz)の音圧を測定した．
実験条件をTable 1に示す．凸型と凹型の放射特性を
測定し，通常配置の放射特性と比較することで有効

性について検討した．凸型の曲率は Fig. 2における
r1=30 cmとした．また凹型の曲率は r′1=10, 30 cm
の 2条件における放射特性を測定し，各放射特性を
比較することで曲率の変化による放射特性の変化に

ついて調査した．また測定箇所は Fig. 3に示す計 20
箇所とした．

3.2 実験結果と考察

評価実験の結果を Fig. 4に示す．また，Fig. 4の
y=200 cmにおける音圧分布を Fig. 5に示す．Fig.
4から，通常配置の平面パラメトリックスピーカは鋭
い指向性を有していることが確認できる．次に，超

音波素子を凸型に配置した場合は，y=200 cmにおけ
る最大音圧と最小音圧の音圧差は 7.7 dBであり，通
常配置のときの音圧差 17.7 dBと比較し低下してい
る．これより，凸型に配置した場合は通常配置と比較

すると広い指向性を形成することが確認できる．ま

た凹型に配置した場合にも凸型と同様に通常配置よ

りも広い指向性を形成できていることが確認できる．

凹型において曲率の変化による放射特性の変化に着

目すると，r′1=30 cmのときは最大音圧と最小音圧の
音圧差は 14.1 dBであり，r′1=10 cmのときは 7.2 dB
であることから，曲率を増加させることでより広い

指向特性を形成できることが確認できる．以上の結

果から，超音波素子を曲面上に配置した曲面型パラ

メトリックスピーカを用いることで広い指向特性を

実現できることが確認できた．
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(a) Plane
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(b) Convex(r1=30 cm)
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(c) Concave(r′1=30 cm)
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(d) Concave(r′1=10 cm)

Fig. 4 Results in evaluation experiments

Fig. 5 Sound pressure level distribution (y=200
cm)

4 おわりに

本研究では，曲面型パラメトリックスピーカを用い

ることで受聴領域の拡大を試みた．評価実験の結果，

曲面型パラメトリックスピーカを用いることで通常

配置よりも広い指向性を形成できることを確認した．

今後は，曲面型パラメトリックスピーカを用いて壁面

反射型オーディオスポットにおける受聴領域の拡大を

目指す．
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