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(54)【発明の名称】移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステム
(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
多孔板からなる吸音パネル表面板、多孔質吸音材貼付の側板、及び多孔質吸音材貼付のバ
ックシート板により、音響吸音空間を形成し、該音響吸音空間内に前記多孔板より僅かに
小さく、且つ内壁面に多孔質吸音材を貼付して前記多孔板に対して位置・形態制御可能と
した移動制御反射板を設けてなる吸音パネル部と、
該吸音パネル部を挟んで騒音場に向けて配置された感知センサーとエラーセンサー、前記
両センサーで計測される全音圧の差が最大となるように処理して前記反射板の形態・位置
に関する制御信号を出力する信号処理手段、該信号処理手段からの制御信号により駆動さ
れる移動制御反射板駆動用制御モータを有してなるアクティブ吸音制御システム部とから
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なり、
前記移動制御反射板は、音の伝播方向に対して平行、前後傾斜、側面傾斜の三次元的運動
とから構成される複合運動可能に、駆動制御ができるよう構成され、騒音源の作動変化に
対応して、前記移動制御反射板の形態と位置を制御することにより低い周波数音から高い
周波数を含む幅広い周波数領域の騒音を能動的に最適吸音ができるようにしたことを特徴
とするアクティブ吸音パネルシステム。
【請求項２】
前記移動制御反射板は、音の伝播方向に対して平行、前後傾斜、側面傾斜および回転の三
次元的位置変位と曲線、回転及び揺動の三次元的運動とから構成される複合運動可能に、
駆動制御ができるようになっている請求項１に記載のアクティブ吸音パネルシステム。
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【請求項３】
前記吸音パネル部全体が、円、矩形、楕円等の任意形状断面のダクト又はセクターよって
形成され、該ダクト又はセクターの周面を複数に区切って複数の吸音パネル部を配置し、
各吸音パネル部毎に前記移動制御反射板の三次元的変位駆動制御ができるようにしてなる
請求項２に記載のアクティブ吸音パネルシステム。
【請求項４】
前記アクティブ吸音制御システムが航空機エンジンの騒音低減のためのシステムであって
、前記音響吸音空間が、エンジン吸・排気ダクトをなすナセルの内外壁間の空間に形成さ
れている請求項１、２又は３に記載のアクティブ吸音パネルシステム。
【請求項５】
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前記吸音パネル表面板は、前記多孔板、該多孔板の内側に貼付された多重層金属ワイヤー
メッシュや多層多孔質吸音材からなる請求項１〜４何れかに記載のアクティブ吸音パネル
システム。
【請求項６】
前記吸音パネル部の構造材が耐熱材や高圧用材料で形成され、タービン騒音やジェット騒
音をダクト吸音およびエジェクター吸音するようにしてなる請求項１〜５何れかに記載の
アクティブ吸音パネルシステム。
【請求項７】
前記移動制御反射板は、平板、半楕円、半円筒、半球、波型等の任意形状およびそれらの
重ね合わせ形状からなる請求項１〜６何れかに記載のアクティブ吸音パネルシステム。
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【請求項８】
前記信号処理手段は、ファン直前に配置された感知センサーおよび上流に配置されたエラ
ーセンサーから計測される全音圧の差が最大となるように、最小平均二乗法アルゴリズム
処理された移動制御反射板の形態・位置に関する制御信号を出力する請求項１〜７何れか
に記載のアクティブ吸音パネルシステム。
【請求項９】
移動制御反射板の形態および位置変位をパラメータに前記吸音パネル部の吸音量情報を予
め作成して格納したデータバンクを、前記最小平均二乗法アルゴリズム処理時に使用する
請求項８に記載のアクティブ吸音パネルシステム。
【請求項１０】
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前記移動制御反射板の三次元的移動・回転の駆動は、モータ機構、油圧・空気圧機構又は
ワイヤー機構によって行われる請求項１〜９何れかに記載のアクティブ吸音パネルシステ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステム、特に、航空機エンジ
ン、発電用および非常用ガスタービン、ターボ機械や送風機等の騒音低減用、送風機や空
調器等のダクトやトンネルの騒音低減用、並びに激しく変化する騒音が発生する道路、工
場、作業場や住居の騒音低減に壁面吸音パネルとして使用が可能な移動制御反射板を用い
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たアクティブ吸音パネルシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
航空機騒音、特にエンジン騒音の環境適合性の問題は、現有の航空機の運行ならびに、次
世代超音速機や超高バイパス比ターボファン機等の新型航空機の開発・就航のためには解
決されねばならない重要な問題であり、今日まで多くの騒音低減に向けた研究・開発が行
われてきている。このような騒音低減技術として、代表的にはエンジンの吸排気ダクトに
吸音材や吸音パネルを内貼りする種々の吸音パネル構造が知られているが、近年騒音発生
の変化に能動的に対応して騒音を打ち消す又は低減するアクティブ騒音低減技術が注目さ
れてきている。
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【０００３】
現在提案されている航空機エンジンのアクティブ騒音低減技術として、例えばジェットエ
ンジンのファンローターとファン出口案内翼段の上流及び下流に複数のマイクロフォンと
伝空音響トランスデューサを配置して、ファンからの基準信号と音響トランスデューサに
よって検知されるエラー信号とによって制御出力信号が与えられて、該制御出力信号によ
りファン段の空気制御弁を起動して、高圧力の気流を送ってファンのトーン騒音の音響打
消を与えるようにしたものが提案されている（特表平１０−５０７５３３号公報）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらの従来の騒音低減技術は、次のような問題点があり、未だ満足する
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ものでない。
▲１▼吸音材や吸音パネル構造は、各種吸音材の使用や吸音構造の工夫により吸音スペク
トルは多少広がり、ピーク値も増加したが、吸音スペクトルピーク値は不十分でありピー
ク周波数は殆ど固定的であるため、エンジン騒音低減要求スペクトルレベルおよびピーク
周波数変化（着陸と離陸でＢ．Ｐ．Ｆ．トーン周波数は３０〜４０％変化する。）に対応
できない欠点がある。また、▲２▼吸音パネルによるターボファンエンジン騒音低減技術
として、各種吸音パネルがエンジンダクトに内張りされているが、パネルのハニカム深さ
制限によって低い周波数音の吸音が殆ど出来ない。一方、▲３▼エンジン作動変化に伴う
吸音低減効果の変化は、チューニングされたファン回転数での吸音パネルの騒音低減量は
８ｄＢ程度であるが、他の回転数時には低減量は半分程度となり、エンジン変化に対応し
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た高いレベルの最適吸音が出来ない。
【０００５】
また、従来のアクティブ騒音低減技術では、低減は騒音スペクトルの一成分に限られてい
るため、これら全て低減されても、航空機騒音評価（航空機騒音規制値の騒音単位に準ず
る単位であるＯ．Ａ．ＳＰＬｄＢ（Ａ）評価）では１〜２ｄＢの騒音低減しか得られない
。また、多音響モードおよび高次までの翼通過周波数音を低減するためにはアクティブ制
御システムは複雑化し、高価となる欠点がある。また、二次音源音響出力限界のため、高
音圧のファン騒音（１５０〜１６０ｄＢ）を単独システムでは低減出来ない。さらに、フ
ァンの過渡的変化やアクティブシステムの応答遅れ等によって、ファン騒音のアクティブ
相殺のミスチューニングが発生して、騒音低減不能となる可能性を有する等の問題点があ
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る。さらに、従来のアクティブ吸音パネル技術の場合は、アクティブ制御吸音パネルの吸
音スペクトルピーク値およびピーク値周波数シフトが小さくて、エンジンのファン変化に
対応した吸音が出来ない。また、８００Ｈｚ以下の低い周波数音の吸音量が非常に小さい
こと、並びに吸音可能な周波数領域が狭く吸音スペクトル値も小さい等の問題点がある。
【０００６】
そこで、本発明は、上記従来技術の問題点を解決しようとするものであり、次のような技
術的課題を達成できる、移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステムを提供す
ることを目的とする。即ち、（１）エンジンの過渡的激しい変化やアクティブシステムの
応答遅れに起因しての音響相殺ミスチューニング並びに制御システム不作動のために、騒
音低減不能となる状況の発生を回避すること、（２）高音圧レベル（ＳＰＬ１５０ｄＢ〜
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１６０ｄの騒音レベル）のエンジンファン騒音を単独システムで容易、かつ安価な低減を
可能とすること、（３）航空機エンジンのファン騒音の要求レベル低減を単独騒音低減シ
ステムで可能とすることである。また、（４）特に超高バイパス比ファンエンジンにおい
て生ずる低い周波数のファン騒音低減のため、低い周波数音の高いレベル吸音を可能とす
ること、（５）吸音ダクトの短縮・軽量化のために、低い周波数音から翼通過周波数音お
よびその高調波成分を含む広い周波数範囲の騒音スペクトルを高いレベルで吸音可能とす
ることである。さらに、（６）航空機エンジンの変化に柔軟に対応して、適合する吸音ス
ペクトルピーク値およびピーク周波数値シフト（例えば３０％〜４０％程度の周波数シフ
ト）並びに広い周波数範囲の騒音スペクトルの高レベル吸音が得られるように、吸音パネ
ル特性値を能動的に制御出来るようにすることである。
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【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記問題点を解決するために本発明者は、種々研究する過程で、パネル内壁面を多孔板や
多重層の金属ワイヤーメッシュ吸音材で構成した吸音パネルによって、音響吸音空間を形
成し、該音響空間に移動制御反射板の形態及び位置を騒音源の変化に対応して能動的に変
化させることによって、広い周波数領域騒音を吸音できることを知見し、本発明に至った
ものである。
【０００８】
即ち、上記問題点を解決する本発明の移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシス
テムは、多孔板からなる吸音パネル表面板、多孔質吸音材貼付の側板、及び多孔質吸音材
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貼付のバックシート板により、音響吸音空間を形成し、該音響吸音空間内に前記多孔板よ
り僅かに小さく、且つ内壁面に多孔質吸音材を貼付して前記多孔板に対して位置・形態制
御可能とした移動制御反射板を設けてなる吸音パネル部と、
該吸音パネル部を挟んで騒音場に向けて配置された感知センサーとエラーセンサー、前記
両センサーで計測される全音圧の差が最大となるように処理して前記反射板の形態・位置
に関する制御信号を出力する信号処理手段、該信号処理手段からの制御信号により駆動さ
れる移動制御反射板駆動用制御モータを有してなるアクティブ吸音制御システム部とから
なり、
前記移動制御反射板は、音の伝播方向に対して平行、前後傾斜、側面傾斜の三次元的運動
とから構成される複合運動可能に、駆動制御ができるよう構成され、騒音源の作動変化に

20

対応して、前記移動制御反射板の形態と位置を制御することにより低い周波数音から高い
周波数を含む幅広い周波数領域の騒音を能動的に最適吸音ができるようにしたことを特徴
とするものである。
【０００９】
前記移動制御反射板は、音の伝播方向に対して平行、前後傾斜、側面傾斜および回転等の
三次元的位置変位と曲線、回転及び揺動等の三次元的運動とから構成される複合運動可能
に、駆動制御ができるようにすることによって、より幅広い周波数領域騒音の低減を図る
ことができる。前記吸音パネル部全体は、円、矩形、楕円等の任意形状断面のダクト又は
セクターよって形成され、該ダクト又はセクターの周面を複数に区切って複数の吸音パネ
ル部を配置し、各吸音パネル部毎に前記移動制御反射板の三次元的変位駆動制御ができる
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ようにするのが望ましい。
【００１０】
航空機エンジンの騒音低減のためのシステムに適用する場合は、前記音響吸音空間を、エ
ンジン吸・排気ダクトをなすナセルの内外壁間の空間に形成することによって、低周波音
から翼通過周波数音及びその高調波成分を含む広い周波数領域のエンジン騒音を高い音圧
条件下にて吸音することが望ましい。前記吸音パネル表面板は、多孔板と、該多孔板の内
側に貼付された多重層金属ワイヤーメッシュ又はハニカムで構成することが望ましい。さ
らに、吸音パネル部の構造材を耐熱材や高圧用材料で形成することによって、タービン騒
音やジェット騒音をダクト吸音およびエジェクター吸音するのに、好適に適用できる。前
記移動制御反射板は、その形状は適用する装置によって最適形状に選定すればよく、平板

40

、半楕円、半円筒、半球、波型等の任意形状又はそれらの重ね合わせ形状に形成すること
ができる。
【００１１】
前記信号処理手段は、ファン直前に配置された感知センサーおよび上流に配置されたエラ
ーセンサーから計測される全音圧の差が最大となるように、最小平均二乗法アルゴリズム
処理して、それに対応する移動制御反射板の形態・位置に関する制御信号を出力するよう
に構成する。その際、移動制御反射板の形態および位置変位をパラメータに前記吸音パネ
ル部の吸音量情報を予め作成して格納したデータバンクを作成しておくことによって、前
記最小平均二乗法アルゴリズム処理時間を短縮することができ、能動制御の応答性を高め
ることができる。なお、前記移動制御反射板の三次元的移動・回転の駆動手段は、特に限
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定されるものでなく、モータ機構、油圧・空気圧機構又はワイヤー機構等任意の機構を採
用することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づき詳細に説明する。
図１及び図２は、航空機のエンジンファン騒音低減に本発明に係るアクティブ吸音パネル
システムを適用した実施形態を示している。本実施形態に係るアクティブ吸音パネルシス
テムは、吸音パネル部１とアクティブ吸音制御システム部２で構成する。吸音パネル部１
は、低周波数音から翼通過周波数音およびその高調波成分を含む広い周波数領域のエンジ
ン騒音を高い音圧条件下にて吸音するために、ナセル内壁１０とナセル外壁１１との間の

10

空間４を音響共鳴場すると共に、空間内壁面に多孔質吸音材を貼付して音響吸音場として
活用してある。
【００１３】
即ち、エンジン吸・排気ダクト３のナセル内壁１０およびナセル外壁１１の曲率半径を有
する二重円筒状曲面で形成される空間４を、図５及び図６の実験模型装置において模式的
に示すように、仕切板１２によって円周方向に複数（図の実施形態では４個）に区画して
、騒音場に面する多孔板からなる吸音パネル表面板６（ナセル内壁１０が多孔板となって
いる）、側板９、及びバックシート板１３（本実施形態ではナセル外壁１１の一部）によ
り音響吸音空間を形成してある。そして、該音響空間内に前記吸音パネル表面板６に対し
て移動音響反射板８を、音の伝播方向に対して平行、前後傾斜、側面傾斜等の三次元的位

20

置変位と、曲線、回転及び揺動等の三次元的運動とから構成される複合運動が可能となる
ように設けて、該移動制御反射板８と吸音パネル表面板６、側板９、及びバックシート板
１３とで吸音パネル部４が構成されている。
【００１４】
そして、多孔板の内側には多重層金属ワイヤーメシュ７又はハニカム材が積層され、且つ
側板９、仕切板１２及びバックシート板１３にはそれぞれ多孔質吸音材５が貼付されてお
り、吸音パネル部１はパネル構造の吸音パネルとして、広い周波数領域騒音の吸音強化を
図っている。
【００１５】
これに加えて、アクティブ吸音制御システム部２では、移動音響反射板８をエンジン作動
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変化に対応してその形態（平行、前後傾斜、側面傾斜等）および多孔板に対する位置（間
隔）を能動的に変化させ、最適な吸音を得るようにパネル吸音特性を変えている。同時に
、パネル内部の音響共鳴場に低周波数音を導いて低減強化するために、移動制御反射板８
をパネル寸法より僅かに小さくしている。従って、移動制御反射板は、またその内壁面に
前記のように多孔質吸音材１４を貼付してあるので吸音板としても活用している。
【００１６】
移動制御反射板８の平行、前後傾斜、側面傾斜等の三次元的位置変位と、曲線、回転及び
揺動等の三次元的運動を行うための機構は、特に限定されるものでなく、モータ機構、油
圧・空気圧機構又はワイヤー機構等任意の機構が採用できる。本実施形態では、図２に示
すように、移動制御反射板８の外壁面を軸方向に沿って所定間隔をおいて２本の駆動ロッ

40

ド１５の基端にピボット連結し、該駆動ロッドの上端部をバックシート板１３を貫通させ
て固定部に設けられた制御モータ（パルスモータ）を備えた直動機構１６と噛み合せて軸
方向移動可能に支持させている。従って、この実施形態では、２組の直動機構が同じスト
ロークで駆動ロッド１５を直動させることによって移動制御反射板が吸音パネル表面板６
に対して平行移動して平行に所定間隔位置に位置させることができ、また２本の駆動ロッ
ド１５のストロークを変えることによって、移動制御反射板８を前後傾斜させて音の伝播
方向に対して頭上げ又は頭下げ位置に保持させることができる。なお、図示されていない
が、駆動ロッドを移動制御反射板８に前後方向（音の伝播方向）に間隔をおいて設けると
共に幅方向にも間隔をおいて設けることによって、幅方向にも任意に傾斜させて保持する
ことができ、平行、前後傾斜、側面傾斜の三次元的位置変位が可能となる。そして、それ
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らの駆動する直動機構の制御モータを後述する制御信号によって、騒音の変化に対応させ
て連続的に別々に制御量を変えて駆動することによって、移動制御反射板を曲線（前後方
向の揺れ）、回転（幅方向の揺れ）及び揺動等の三次元的運動から構成される複合運動を
アクティブに行わせることができる。
【００１７】
上記移動制御反射板８を航空機エンジンの変化に対応して能動制御する本実施形態のアク
テイブ吸音制御システム部２は、制御エラーを検知して吸音の最適化を計るために、ファ
ン２０の直前と上流に前記吸音パネル部１を挾んで設置した、音響トランスデューサやマ
イクロホンからなる感知センサー１７とエラーセンサー１８を有する。これらのセンサー
が騒音を検出し、両センサーの出力信号をコンピュータで構成される信号処理手段２１に
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よりＬＭＳ（最小平均二乗法）アルゴリズム処理し、エラー及び感知センサーにて計測さ
れる全音圧Ｏ．Ａ．ＳＰＬ差の最大値を得るよう処理し、それに基づく移動制御反射板駆
動用の直動機構の制御モータを駆動するための制御信号を出力する。
【００１８】
制御信号により、モータ制御ボード２２およびモータドライバー２３を介して制御モータ
を起動調整し、エンジン作動変化に対応して、低い周波数音から翼通過周波数音およびそ
の高調波成分を含む広い周波数領域のエンジン騒音を能動的にダクト吸音できるように移
動制御反射板８を移動・回転制御させている。移動制御反射板８の制御はアダプティブ・
フィード・フォワード制御法を活用して移動制御する。これより、ファン２０の騒音（ス
ペクトルや音響モード等）変化に対応した最適な吸音を与える。
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【００１９】
本実施形態のアクティブ吸音パネルシステムは、以上のように構成され、従来の吸音パネ
ルのバックシート板を除去して小型の移動制御反射板とし、吸音ダクト（ナセル）空間を
音響共鳴場と活用したことにより、空間をボリューム、穴明き全面積を喉部とするへルム
ホルツ共鳴器の基本周波数音および倍音、並びに吸音パネルの軸方向および円周方向の側
板間に発生する１／２波長の基本周波数音および倍音と一致する低い周波数音の吸音が生
ずる。加えて、吸音パネル部内の移動制御反射板の存在によって吸音パネル空間内に生ず
る数多くの低周波数の定在波との共鳴に基づく吸音がある。これらの現象により本吸音パ
ネルシステムは、大きな低い周波数音の吸音が可能となり、低周波数音の吸音増大作用を
なす音響共鳴空間の増大と移動制御反射板寸法の小型化を達成することができる。
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【００２０】
また、吸音パネル内壁面の吸音パネル表面板６と移動制御反射板８との距離変化や傾斜形
態により、ダクト軸方向に両板間距離変化に対応して両板間に空間変化が生じ、吸音の大
きな１／４波長音の周波数がシフトする。傾斜形態では平行形態より、シフト影響を受け
る周波数領域が広い。傾斜形態の音の伝播方向に移動制御反射板頭上げした傾斜１形態と
、音源方向に移動制御反射板頭上げした傾斜２形態では、移動制御反射板で反射され多孔
板６を通過した音が、前者ではダクト伝播音、後者ではダクトからの入射音と異なる角度
で相互干渉して低減することになるため、移動制御反射板の位置変化に対応する吸音スペ
クトおよびスペクトルピークの周波数シフト量が相違する。
【００２１】

40

さらに、上記現象で吸音スペクトル変化が可能となる移動制御反射板８の移動・形態の制
御作用の効率促進のために、吸音パネルの形態および位置変位をパラメータに前記吸音パ
ネル部の吸音量情報を予め作成して蓄積したデータバンクを構築し、該データバンクをＬ
ＭＳアルゴリズム処理時に使用して、前記アクティブ吸音制御システム部の安定化向上と
制御信号選出・決定の迅速化を図るようにしてある。従って、エンジン変化に対応して最
適な吸音スペクトルを得るための移動制御反射板の移動・形態制御が、迅速に且つ安定し
てできる。
【００２２】
【実施例】
本発明の移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステムの作用効果を確認するた
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めに、図４〜図６に示す実験用模型装置を作成し次のような実験を行った。
この実験用模型装置３０の基本構成は、図２に示す実施形態と同様な構成であるので、同
様な部材については実施形態と同じ符号を付し、詳細な説明を省略する。この実験用模型
装置３０では、吸音パネル部を多孔板１枚とアルミワイヤーメシュ２枚を重ねて吸音パネ
ル表面板３１を構成し、移動制御反射板８の内側に厚さ２０ｍｍのカーボンファイバーマ
ットを貼付して構成した。しかしながら吸音パネル空間内壁には多孔質吸音材を無貼付し
た試験用アクティブ円筒吸音ダクトを試作し、下記の一連の基礎試験を遂行した。なお、
反射板の制御システムのソフト部は使用せず、反射板の移動はモータ手動で行った。
【００２３】
移動制御反射板の形態と位置変位に関しては、平行形態は移動制御反射板が多孔板に平行
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状態を保った状態でその間隔を変化、傾斜１および傾斜２の形態は移動制御反射板の一端
を吸音バネル表面板と接触固定させた状態で、他端を音の伝播方向に頭上げ又は音源に対
して頭上げを行い、多孔板との間隔を変化させた。吸音試験は、試験用ダクトに騒音入射
用ダクトを接続して、２個あるいは３個のスピーカー（ドライバーユニット）から、矩形
波、ホワイトノイズ、およびＹＪ−６９エンジン（中心から半径３ｍの円周上のマイク）
で計測された騒音を入射音源とした。
【００２４】
吸音パネル部の内壁表面にアルミニウムテープを貼付した剛壁試験ダクトと各種移動制御
反射板形態・位置状態で、試験ダクトと同一高さのダクト出口中心半径１ｍの円周上に置
かれた３０°、６０°および９０°（０°位置がダクト中心線上とする）位置マイクで騒
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音計測し、それらのスペクトル差から吸音スペクトル分布およびＯ．Ａ．ＳＰＬｄＢ（Ａ
）の吸音低減効果を求めた。
【００２５】
試験の結果、種々のデータが得られたが、例えば図７は、ホワイトノイズを入射した場合
の平行形態の移動制御反射板の位置変化に対する３０°、６０°、９０°マイク位置での
吸音スペクトルの変化を示し、（ａ）は移動制御反射板位置が１０ｍｍの場合、（ｂ）は
５０ｍｍの場合を示している。この図において、横軸の１〜１９は、それぞれの周波数に
対応する番号であり、それぞれの番号は、順に、０．２５，０．３１５，０．４，０．５
，０．６３，０．８，１，１．２５，１．６，２，２．５，３．１５，４，５，６．３，
８，１０，１２．５，１６ｋＨｚを表している。
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【００２６】
この図から例えば、６０°マイク位置での移動制御反射板の形態および位置変位により、
吸音ピーク周波数を１０ｍｍの場合（１０）の２ｋＨｚから、５０ｍｍの場合は（９）１
．６ｋＨｚ及び（４）の０．５ｋＨｚへシフトしていることが分かる。このことは、騒音
の周波数により移動制御反射板の位置を変化させることににより、幅広い周波数の騒音を
吸収することができることを示している。また、シフト量は、傾斜形態でより大きい結果
が得られた。なお、本実験装置では、吸音パネル空間内壁には多孔吸音材を無貼付の状態
で行っているが、実施形態のように多孔吸音材を貼付することによって、吸音効果がより
増加するものと予測される。
【００２７】

40

ホワイトノイズを用いた一連の基礎試験結果から、本発明の移動制御反射板を用いたアク
ティブ吸音パネルシステムは、低い周波数音から翼通過周波数音およびその高調波成分を
含む広い周波数領域音を高いレベル１０ｄＢＯ．Ａ．ＳＰＬｄＢ（Ａ）の吸音と、吸音ピ
ーク周波数のシフト（４０％から５０％）が出来ることが分かった。また、同様にＹＪ−
６９エンジン騒音を入射音とした一連の基礎試験結果は、本発明の移動制御反射板を用い
たアクティブ吸音パネルシステムは種々の騒音スペクトルを持つ入射音に対しても、低い
周波数音から翼通過周波数音およびその高調波成分を含む広い周波数領域で約８．０ＯＡ
．ＳＰＬｄＢ（Ａ）の高いレベルの吸音が可能であることを明らかになった。これらの実
験結果から本発明システムは、エンジン作動変化に対応して、ファン騒音およびタービン
騒音を能動的に最適吸音できることが確認された。
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【００２８】
以上、本発明の移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステムについて説明した
が、本発明は上記実施形態に限るものでなく、その技術的思想の範囲内で種々の設計変更
が可能である。また、航空機エンジンにおける吸音パネル部の配置箇所も上記位置に限る
ものでなく、例えば、ナセル内外壁間の空間の任意の場所やコアエンジンとダクト内壁間
の任意の場所に設置してもよい。その場合、騒音発生側に感知センサーを音の伝播方向下
流側にエラーセンサーを設置する。また、移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネル
システムは、航空機エンジンへの適用に限らず、発電用および非常用ガスタービン、ター
ボ機械や送風機、送風機や空調器等のダクトやトンネル、並びに激しく変化する騒音が発
生する道路、工場、作業場や住居等における騒音発生側に面する壁を多孔板で形成して、
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吸音パネル表面板とすることによって、それらの設備の騒音低減用として、適用できるも
のである。
【００２９】
【発明の効果】
以上のように、本発明の移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステムによれば
、低い周波数音から翼通過周波数音およびその高調波成分を含む広い周波数領域の騒音を
、エンジン作動変化等に柔軟に対応して、適合する吸音スペクトルピーク値およびピーク
周波数値シフト（例えば３０％〜４０％程度の周波数シフト）並びに広い周波数範囲の騒
音スペクトルの高レベル吸音が得られるように、吸音パネル特性値を能動的に制御ができ
最適吸音できる。
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【００３０】
それにより、エンジンの過渡的激しい変化やアクティブシステムの応答遅れに起因しての
音響相殺ミスチューニング並びに制御システム不作動のために、騒音低減不能となる状況
の発生を回避することができる。また、高音圧レベルのエンジンファン騒音を単独システ
ムで容易、かつ安価に低減することができる。特に、超高バイパス比ファンエンジンにお
いて生ずる低い周波数のファン騒音を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る移動制御反射板を用いたアクティブ吸音パネルシステム
をジェットエンジンに適用した場合の概略模式図である。
【図２】その要部分解模式図である。
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【図３】その要部側面図である。
【図４】本発明を検証するための実験用模型装置に係り、（ａ）は側面図、（ｂ）は正面
図である。
【図５】図５に示す装置の吸音パネル部の概略斜視図である。
【図６】その作動状態を示す側面図である。
【図７】平行形態の移動制御反射板の位置変化に対する実験用模型装置の吸音スペクトル
変化を示し、（ａ）は移動制御反射板が１０ｍｍの平行位置にある場合、（ｂ）は５０ｍ
ｍにある場合の状態を示している。
【符号の説明】
１

吸音パネル部

２

アクティブ吸音制御システム部

３

エンジン吸・排気ダクト

４

空間

５

多孔質吸音材

６

吸音パネル表面板

７

ハニカム材

８

移動制御反射板

９

側板

１０

40

ナセル内壁

１１

ナセル外壁

１２

仕切板

１３

バックシート板

１４

多孔質吸音材

１５

駆動ロッド

１６

制御モータ

１７

感知センサー

１８

エラーセンサー

２０

ファン

２１

信号処理手段

２２

モータ制御ボード

２３

モタードライバー
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３０

実験用模型装置

【図１】

【図２】
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【図７】
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