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音とオーディオ(1)
平田能睦

1葦:

苦って,何ですか

音はドミノ倒しのようです. 1枚

の木札を倒すと,連鎖反応でつぎつ

ぎと札が倒れて行きますが,個々の

札はその場所から移動しません.

音はまた,波紋のようです.水面

に雫が落ちると,波紋は円を描いて

転がって行きます.音は雨漏りのよ

うです.わずかなすき間があっても,

そこから出て来ます.とはいえ,管

の中を進む音は臆病者のようです.

開口部まで来ると,それ以上は外へ

出ようとはしません.

｢音は何か｣という問いに対して,

耳で聴こえるものと答えるなら,そ

れはかなり狭い意味で音をとらえて

いることになります.物理的には気

体や固体や液体の分子,あるいは原

子の振動で生じた媒質を伝わる圧力

の変動を,音とか音波あるいは音響

波,弾性波といいます.

(1)音の速さ

音の伝わる速さは媒質によって異

なり,たとえば1気圧, 2げCの空気

の音速は344m/S,鉄は約5,000

m/S,水は約1,500m/S,ゴム(黒)

の音速は約30 帆/Sですから,身の

まわりにある物体の音速は,遅いも

のから速いものまT,その違いは

100倍以上になります.

●● 
1〈第1 ･1図〉

空気の分子の鰊運動

▼(第1 ･2図〉

バネを伝わる疎轍
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空気の分子を想際してください.

その無数の分子の乱雑な微小振動は

熱運動といい,その運動の大きさの

平均的な値は温度で表わされます.

個々の分子がパラパラに運動する熱

の振動とは対照的に,音波では分子

が連続した媒体のように並進運動で

振勤しまず.風は分子全体の平行運

動にほかなりません.

熱の振動と音の振動の境界は,普

の振動と風の境界のようにぼんやり

としています.熱の振動の中で長い

波長のものは音の振動に相当し,普

の振動の中でとても長い波長のもの

は風に相当します.

柔らかな長いバネの一端を振動さ

せたときに,圧縮された密の部分と

伸ばされた疎の部分がバネの中を左

から右へ進むようすは,空気中を進

んで行く音波をスローモーションで

見ているようです.このバネの1点

に目を留めると,その点は限られた

範囲で左右に振動していますが,疏

密波のパターンは左から右へ移動し

て行きます.この移動速度はバネが

堅いほど,またバネの材料力軽いほ

ど早くなります.

空気は重さがあり,バネのように

弾力性もあります. 1気圧の下での

空気の密度は, OoCで1.29 kg/m3,

20Cでは1.21 kg/m3です.空気の

バネの強さは体蹟弾性率で表わさ

れ,気圧で与えられます. 1気重は

水銀柱を760mm押し上げる強さ

ですから, 1気圧は1.014×105N/
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ます.等温変化での空気のバネの強

さに比べて断熱変化のバネの強さは

1.4倍になります.これを考慮する

ど,実測と一致する音速332 m/Sが

得られます.

ここまでくれぼ音速が温度によ

り変わることが理解できます.気圧

を一定として温度を上げれば空気

は膨張して密度は減少します.簡単

な計算により,温度がloC上昇する

と音速は0.6m/S増すことがわか

ります.

ところで;音の速度は媒質はよっ

て異なりますが,音はどれほど速く

進むことができるのでしょうか.

水素原子を直径40 mに拡大して

も中心にある原子核は砂粒ほどの大

きさにしかなりませんが,このよう

な原子が途方もなく大きな重力で押

しつぶされて周囲の電子力源子核に

押し込められ,電気的に中性な原子

核の巨大な塊となったのが中性子星

です.地上ではありませんが　実在

していること力浜口られている理想的

な剛体に最も近い物体です.

物体がこのような剛体に近づく

ど,その中を伝わる音の速度は光速

を超えるようになります.え?光

より速いものはないと教わったけど

･･.そうです.音はものではあり

ません.

題言"~~'一m…-ノ

光は音のように波の陸質を持って

いますが,何もない空間を何万年も

何倍年も進んでいくことができま

す.一方,音はわずか1ミリでも真

空を進むことはできません.光は薄

い1枚の板で遮ることができます

那,音を遮るためには厚いコンクリ

ートの壁が必要です.それでも音を

完全に遮断することはできません.

光と同じように音は屈折し,回析

し,反射します増光のように音が

重力で進路を曲げられることはあり

ません.太陽の光を1点に集めれば

金属を溶かすことができますが*,超

音波を1個所に集中すれ〉拓(結石)

を砕くことができます.光で洗濯す

ることはできませんが,音を使えば

物を洗浄することができます.

光と音の類似点,相違点はまだま

2章:

音について理解を深め
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だありそうですが音についての理

解を深めるために,音の発生から話

を始めましょう.

(1)音の発生

ゴム風船の内側は,空気が押し込

められて周囲の気圧よりも高い圧力

になっています.この風船が破裂す

ると,風船の中の空気は急激に外へ

飛び出し,これにより風船の周囲の

空気は押され圧縮された部分が発

生します.これが正の音直です.こ

のときに内側では,空気が急に飛び

出したために空気の希薄な部分が発

生します.これが負の音圧です.こ

の正と負の音直,つまり疎密波が披

裂音として周囲に音速で肱がってい

きます.

風船の破裂で生じた音は球殻状に

接がって行きますが風船に押し込

められていた空気が開放されて生じ

る直流成分の風は球状に転がって行

きます.音は風沿からの距離の2乗

に反上勝ルて減衰し,直流成分は距

離の3乗に反と勝りして減表します.

火山の噴火で遠方の家の窓ガラス

が割れるのは,爆風によるのではな

(第2 ,2図〉

電球の破裂で発生する音

演.風船のときとは疎密が

逆になっている
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話を回折に戻しましょう.波長が

大きくなるほど,物体の影となる部

分へ音は回り込みやすくなります.

回析に限れば光と音の違いは波長

の違いになります.

可聴周波数20Hzから20kHz

を波長で表わすと, 17mから1.7

cmになります.可視光線の波長は

約0.4ミクロンから0.8ミクロン

ですが,物体による光の影をその角

の付近で100万倍に拡大すると,普

の回折を示す図になります.
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(4)干渉

干渉/inteHerenceは波が重なり

合うときに見られる現象としてよく

知られています.干渉現象を実証し

て光が波動であると主張したのは多

才な物理学者であったヤング(T.

Yomg 1778-1829)ですが,それは

ホイへンスが光は波動であると唱え

てから1世縄後のことです.

音の干渉であれば音源を1つ使

っても2つ使っても簡単は実験をす

く第2 ･5図)

反射波で生じる干渉パターン.音源Sと壁の踵

蹄はそれぞれD, 2D ･･･6D (Dは1/4波)

ることができますカキ光の場合は異

なる光源を使うと干渉を生じませ

ん.なぜでしょうか.その理由は,

光の波の位相が一定と見なせるのは

波長の長さにして数m以内,時間に

して1億分の1秒程度だからです.

発振器から正弦波を出すように,

位相の変動しないコヒ-レントな光

を得られるようになったのは1960

年代になってからです.これがレー

ザー光線です.自然光を使う場合は,

同じ光源から出た光が異なる光路を

経過して同一点に来るようして,千

渉現象を観測することができます.

点で表わした音源から球面上に音

波が拡がり,半無限の岡瞳で反射し

た音波と重なり合うと,音波の波長

と音源と壁の距離によって定まる干

渉を生じます.この干渉による音の

強弱を目で見えるようにすると,そ

れは独特な放自説Rパターンになりま

す.四方に壁がある場合には,この

干渉パターンはとても複雑になりま

す.

周波数のわずかに異なる2つの音

が重なると,強さカ洞期的に変動す

る音になります.これをビート

(beat,うなり)といいます.この音の

強さの変動,つまりビートの周波数

は2つの周波数の差で与えられま

す. 2つの音の周波数を徐々に接近

させると,ビートの周期は次第は長

くなり,ついには頴幅が÷定の音に

なります. 2つの音の振幅が同じで

あれば同相で撮層は2倍,逆相で

振幅は0になります.

(5)反射と吸収

音の反射/ren∝tionは,堅い壁に

限りません.パイプの中を進む音は

開口端でも反射します.樺を伝搬す

る音(弾性波)は棒の端で反射しま

す.空気を伝わって行く音が壁で反

射する場合と,棒を伝わって行く音
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音速で飛ぶジェット機によって発

生する衝撃波は,その波面がジェッ

ト機を含む進行方向に垂直な平面に

なるので　この面が地表に接すると

ころで衝撃音が聴こえます.音速を

超えて飛行するときの衝撃波の波面

は,ジェット機を頂点とする円錐状

に広がった形になります.この場合,

衝撃音力聴こえだ時にはジェット機

は過ぎ去っています.

(7)共鳴

共鳴も共振も英語はレゾナンス/

resonanceですが,共鳴は音の共振

に使われます.

共振の説明には,直観的にわかり

やすいバネと質量で構成した振動系

がしばしば用いられます.バネに吊

り下げられた重り,あるいはバネに

載せられた重りが振動するときに,

その最も振勤しやすい周波数を共振

周波数といいます.重りが吊り下げ

られたバネの伸びと重さの関係は,

フックの法則と呼ばれているバネに

関する弾性の等式に従います.

フック(R.Hooke 1635-1703)は

広い分野で活躍した人で,同時代の

人から史上最高の発明家と評されま

した.フックは万有引力の構成要素

の多きをニュートン(I. Newめn 1642

-1727)よりも前に導き出していま

したが,フックによる多くの手製の

実験器具,数々の論文や彼の信頼で

きる唯一の肖像画は,ニュートンが

王立臨会の会長になった直後に消失

しています.

フックは変り者?,肖像画を残し

たがらなかったという説もあります

那,どうもそうではなさそうです.

フックは英国の｢忘れられた天才｣

です(Awake July　2006).

バネと質量が力のつり合いを保っ

て援助するように,共鳴器は空気に

よるバネと質量のつり合いで振勤し

まず.ミュンヘンの博物館に小さな

ものから大きなものまで順に並べら

れた金属製の丸い花瓶の形をしたヘ

ルムホルツの共鳴器は,それぞれの

共振周波数で共鳴するとき,空洞の

空気はバネとして,開口部の空気は

質量として動作します.

ヘルムホルツ(H. L F. vonHerm･

冊 wave　-･-a

NOV. 2009

く第2 ･11図〉

ドップラ÷効果の説明

飛行する音源から出た音の転が

りかた. SAはA点で発生し檻

の波面, S｡はB点で発生した波

面.灰色の親分はA点からB点
までの問に音源から出た音の存

在する領域.音源の進行柄へ進

む音の周波数は高くなり,逆方向

へ進む音の周波数は低くなる

holtz 1821-1894)は医学を学び,視

覚や聴覚の研究を行いましたが,物

理学の分野でも活琵しています.歴

史的に有名なエネルギー(Kraft,パ

ワー)保存の法則に関する論文

(1847)は雑議掲載を拒否され,自費

出版したそうです(｢図説基礎工学対

話｣高橋利衛).

管楽器は周波数可変の共鳴器とい

えます.管楽器の澄んだ音は管の空

気柱の共振によって得られます.空

気柱のある部分は質量,ある部分は

バネとなって共振します.

管の偵幅の穴を開くと,そこに近

い管の中の空気は庭鰭や膨張するバ

ネにはならず,振動する質量として

動作します.つまり穴の開放によっ

て,空気柱のその個所は振動系の質

量要素に指定されます.

こうして,リードあるいは唇によ

り振動を加えられた空気柱は,穴の

開閉で決まる共振の姿(モード)で振

動し,その振動のエネルギーの一部

が共鳴音として管の開口端から放射

されます.トロンボーンは管の長さ

を変えて共鳴周波数をi認堕し,トラ

ンペットは管の通路を切替えて共鳴

周波数を変化させます.管楽器の駆

動部分の振動波形は決して美しいも

のではありませんが,共鳴して出て

くるときは澄んだきれいな音になっ

ています.

スピーカは電気的信号で振動板を

駆動して任意の音を発生させます.

通常,スピーカは箱(ボックス,キャ

ビネット)に取り付けられていて,箱

の種類により密閉形スピーカとかバ

スレフ(バス･レフレックス)形スピ

ーカと呼ばれています.そのいずれ

の形のスピーカも,低い周波数での

振動のようすは,質量とバネで構成

される簡単な振動モデルによって表

わすことができます.

密閉形スピーカは1つの質量(振
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動板の質量と空気の付加質量の和)ど

箱の中の空気によるバネで,振動モ

デルを表わせます.一方,バスレフ

形スピーカは2つの質量とバネで構

成される振動モデルで表わされ,下

の質量はスピーカ箱の下部に開けら

れたポートと呼ばれる穴(通常ダク

トが付けられる)の部分の空気の質量

です.

バスレフ形スピーカの共振でポー

トの部分の空気が振動するようず

は,ヨーヨーを上手に振動させたと

きのようです.ポートの空気振動で

生じる音は,上部のスピーカから出

る音と同相になり,これにより低音

域の再生音は補強されます.

質問:スピーカボックスの内

と外で音が同相になるのはな

ぜか

音の理解が深まったところで;こ

の質問はちょうどよい演習問題にな

ります.

スピーカの振動板が前方に動いて

空気を押し出すと,スピーカ単体の

ままであれば押し出された空気は

振動板の裏へ回り込み,音は発生し

ません.そこで空気の回り込みを

妨げるバッフル板(じゃま板)を付け

ると,低い周波数でも音が出てきて,

その昔はバッフル板の表と裏で逆相

の関係になります.このパッフル板

を折り曲げてスピーカの背部を囲む

密閉型

ヰA
-　書

く第2 ･12図〉

管の中の空気はバ

衣,あるいは質量と

競業警謹聴
星の働きをする

圏測
ニ ∴∴ 醸曝露藷認 萱態議騒擾蟻態醒罷麗闘鶏闇 

バネ

ど,スピーカ･ボックスになります.

それで,この箱のことをエンクロー

ジュアともいいます.

さて,ボックスとバッフル板はそ

の役割が同じであることから,密閉

ボックスの内と外の音はバッフル板

の裏と表と同様と思われがちです

が,低周波数でスピーカを駆動した

ときの音をスピーカ･ボックスの内

と外に置いたマイクロホンで拾い,

その両方の出力波形をオシロスコー

プで比較すると,位相はぴったり一

致しています.

スピーカの振動板が低い周波数で

正弦振動をしているときに,振動板

が外(正の側)へ出ればボックスの内

の空気は低下し,振動板が内(負の側)

バスレフ型

雪

珊

聞

く第2 ･13図〉鶴諦玖バスレス形の断面.右の質量とバネの図はそれぞれのスピーカが最低共振周波

数で共振する状態を志したモデル
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質量　　　　バネ　　　　質量

へ入ればボックス内の気圧は上昇し

ます.この気圧の変イ厳油単書庫です.

一方,ボックスの外側の振動板の

近傍では,振動板が外へ移動してい

るときに空気の分子は同じように外

に向って進んでいますが振動板が

最大に振れたとき,振動板のか蟻

は負の最大になり,分子は階陛(慣性

刀)でさらに外へ向います.そのため

に振動板の近くの気圧は低下し,負

の青白が生じます.

逆に,振動板が内へ進んでその振

れが最大になったとき,振動陵の加

速度は正の最大になり,分子は惰性

でさらに振動板に向うために,振動

板の正面に正の音圧が生じます.

つまり,ボックス内の音匠は振動

板の変位に比例し,ボックスの外の

音臣は振動板の加速度に比例し,両

者は同相になります.

共振周波数を越えると,密閉形ス

ピーカのボックスの内の音は場所に

より位相が変わるの?,ボックスの

外の音と位相を比較して無意味でし

ょう.密閉形スピーカの裏板をはず

すと,ボックス内とスピーカ正面の

音はバッフル板のときのように逆相

の関係になります.
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