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(54)【発明の名称】水中吸音材音速測定器
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(57)【特許請求の範囲】

ｏを算出する第３の定比振幅時刻算出器と、前記時刻Ｔ

【請求項１】

試料とする水中吸音材の両面に設けられ

ａと前記時刻Ｔｂとの時間差Ｔｍを算出する第１の時間

た入力側及び出力側の圧電シートと、前記入力側の圧電

差算出器と、前記時刻Ｔｏと前記時刻Ｔｂとの時間差Ｔ

シートに落下して衝撃波形を与える衝撃波形付与手段

ｒを算出する第２の時間差算出器と、比率ｐが設定され

と、前記圧電シートが出力する信号を記憶する波形記憶

る第３の比率設定器と、式Ｖ＝Ｌ／（Ｔｍ−ｐ＊Ｔｒ）

器と、比率ｋが設定される第１の比率設定器と、入力側

を算出する音速算出器とを備えた水中吸音材音速測定

の前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ａに対して

器。

入力側の前記圧電シートが出力する信号がｋ＊Ａの値と

【請求項２】

なる時刻Ｔａを算出する第１の定比振幅時刻算出器と、
出力側の前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ｂに

試料とする水中吸音材の両面に設けられ

た入力側及び出力側の圧電シートのうち少なくとも入力
10

側の圧電シートの表面に衝撃波を伝搬する板材を設けた

対して出力側の前記圧電シートが出力する信号がｋ＊Ｂ

ことを特徴とする請求項１記載の水中吸音材音速測定

となる時刻Ｔｂを算出する第２の定比振幅時刻算出器

器。

と、比率ｃが設定される第２の比率設定器と、出力側の

【請求項３】

前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ｂに対して出

圧電シートと出力側の圧電シートを設け、前記入力側の

力側の圧電シートが出力する信号がｃ＊Ｂとなる時刻Ｔ

圧電シートに衝撃波形を与えた場合に入力側と出力側の

試料とする水中吸音材の両面に入力側の
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圧電シートがそれぞれ出力する信号を用いて前記水中吸

【０００４】そこで、かかる煩雑な作業を避け、簡単に

音材の音速を算出するためにコンピュータを水中吸音材

測定を行なうため、水中吸音材の音速測定を空気中で行

音速測定器として機能させるためのプログラムを格納し

なうことが望まれるところである。従来、大気中で使用

た水中吸音材音速測定器において、

される材料の音速を測定する場合は、例えば、板状の試

前記プログラムが、前記コンピュータを、

料の片面に超音波振動子を当てて超音波を入射し、他面

前記圧電シートが出力する信号を記憶する波形記憶器と

に当てた超音波センサーで伝搬してくる超音波を捉え

して機能させ、比率ｋが設定される第１の比率設定器と

て、超音波の伝搬時間と試料の板厚とから音速を算出す

して機能させ、入力側の前記圧電シートが出力する信号

る方法が知られている。

のピーク値Ａに対して入力側の前記圧電シートが出力す
る信号がｋ＊Ａの値となる時刻Ｔａを算出する第１の定

【０００５】しかしながら、かかる方法を空気中での水
10

中吸音材の音速の測定に用いるのは、試料とする水中吸

比振幅時刻算出器として機能させ、出力側の前記圧電シ

音材の板厚が厚いことと吸音量が大きいことから、伝搬

ートが出力する信号のピーク値Ｂに対して出力側の前記

してくる音波が微弱で検出し難いという問題がある。ま

圧電シートが出力する信号がｋ＊Ｂとなる時刻Ｔｂを算

た、水中吸音材の使用周波数が比較的低周波数であるた

出する第２の定比振幅時刻算出器として機能させ、比率

め、計測に必要な直接波が間接波に埋もれて伝搬時間の

ｃが設定される第２の比率設定器として機能させ、出力

計測が困難であるという問題もあった。

側の前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ｂに対し

【０００６】本発明は、こうした問題に着目したもので

て出力側の圧電シートが出力する信号がｃ＊Ｂとなる時

あり、水槽施設を不要とし、空中において水中吸音材の

刻Ｔｏを算出する第３の定比振幅時刻算出器として機能

音速を容易・簡便に測定できる水中吸音材音速測定器を

させ、前記時刻Ｔａと前記時刻Ｔｂとの時間差Ｔｍを算

提供することを課題とする。

出する第１の時間差算出器として機能させ、前記時刻Ｔ

20

【０００７】

ｏと前記時刻Ｔｂとの時間差Ｔｒを算出する第２の時間

【課題を解決するための手段】請求項１に記載された水

差算出器として機能させ、比率ｐが設定される第３の比

中吸音材音速測定器は、試料とする水中吸音材の両面に

率設定器として機能させ、式Ｖ＝Ｌ／（Ｔｍ−ｐ＊Ｔ

設けられた入力側及び出力側の圧電シートと、前記入力

ｒ）を算出する音速算出器として機能させることを特徴

側の圧電シートに落下して衝撃波形を与える衝撃波形付

とする水中吸音材音速測定器。

与手段と、前記圧電シートが出力する信号を記憶する波

【発明の詳細な説明】

形記憶器と、比率ｋが設定される第１の比率設定器と、

【０００１】

入力側の前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ａに

【産業上の技術分野】本発明は、水中吸音材の音速を測

対して入力側の前記圧電シートが出力する信号がｋ＊Ａ

定する音速測定器に関するものである。

の値となる時刻Ｔａを算出する第１の定比振幅時刻算出

【０００２】

30

器と、出力側の前記圧電シートが出力する信号のピーク

【従来の技術】従来、水中吸音材の音速を測定する手法

値Ｂに対して出力側の前記圧電シートが出力する信号が

としては、水を満たした水槽の水中に所定の間隔をおい

ｋ＊Ｂとなる時刻Ｔｂを算出する第２の定比振幅時刻算

て水中送波器と水中受波器を設置し、両者を水中音響測

出器と、比率ｃが設定される第２の比率設定器と、出力

定装置に接続して計測を行なう方法が採られていた。即

側の前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ｂに対し

ち、水中送波器と水中受波器の間に試料となる水中吸音

て出力側の圧電シートが出力する信号がｃ＊Ｂとなる時

材を置いた場合と置かない場合とで異なる水中音響測定

刻Ｔｏを算出する第３の定比振幅時刻算出器と、前記時

装置の計測結果から、当該水中吸音材の音速を計算する

刻Ｔａと前記時刻Ｔｂとの時間差Ｔｍを算出する第１の

ことができた。

時間差算出器と、前記時刻Ｔｏと前記時刻Ｔｂとの時間

【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、水槽施

差Ｔｒを算出する第２の時間差算出器と、比率ｐが設定
40

される第３の比率設定器と、式Ｖ＝Ｌ／（Ｔｍ−ｐ＊Ｔ

設を用いた従来の方法では、水槽の壁部等からの反射波

ｒ）を算出する音速算出器とを備えている。

を排除し、水中送波器から水中吸音材を経由して水中受

【０００８】請求項２に記載された水中吸音材音速測定

波器に至る直接波のみを安定して検出する必要があるこ

器は、請求項１記載の水中吸音材音速測定器において、

とから、水槽には相当の規模が要求され、また水中送波

試料とする水中吸音材の両面に設けられた入力側及び出

器、水中吸音材、水中受波器の配置には厳密な条件が要

力側の圧電シートのうち少なくとも入力側の圧電シート

求され、さらに水中に配置する水中吸音材の温度特性を

の表面に衝撃波を伝搬する板材を設けたことを特徴とす

考慮して水温をも制御・設定しなければならなかった。

る。

このように、従来の水槽施設を用いた水中吸音材の音速

【０００９】請求項３に記載された水中吸音材音速測定

測定作業は、大掛かりな設備が必要であり、計測作業も

器は、試料とする水中吸音材の両面に入力側の圧電シー

煩雑であった。

50

トと出力側の圧電シートを設け、前記入力側の圧電シー
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トに衝撃波形を与えた場合に入力側と出力側の圧電シー

れぞれｋ＊Ａ及びｋ＊Ｂに達する時刻Ｔａ及びＴｂをそ

トがそれぞれ出力する信号を用いて前記水中吸音材の音

れぞれ定比振幅算出器５０及び６０により算出し、両者

速を算出するためにコンピュータを水中吸音材音速測定

の時間差Ｔｍを時間差算出器９０により算出する。

器として機能させるためのプログラムを格納した水中吸

【００１２】衝撃点Ｏから放射状に拡散する圧力波が水

音材音速測定器において、前記プログラムが、前記コン

中吸音材の厚さ方向に平行な経路ＯＱを伝搬して点Ｑに

ピュータを次のように機能させることを特徴とするもの

達したときから圧電シート２０の信号は立ち上がり、そ

である。即ち、前記圧電シートが出力する信号を記憶す

れよりも遅れて斜めの経路ＯＳを伝搬して点Ｓにも達す

る波形記憶器として機能させ、比率ｋが設定される第１

るときに、圧電シート２０の信号は振幅ｋ＊Ｂとなるの

の比率設定器として機能させ、入力側の前記圧電シート
が出力する信号のピーク値Ａに対して入力側の前記圧電

で、圧電シート２０の信号が雑音よりは大きくなるよう
10

なできる限り小さい比率ｃを比率設定器８０により設定

シートが出力する信号がｋ＊Ａの値となる時刻Ｔａを算

して、圧電シート２０の信号の振幅がｃ＊Ｂとなる立ち

出する第１の定比振幅時刻算出器として機能させ、出力

上がり時刻Ｔｏを定比振幅時刻算出器７０により算出

側の前記圧電シートが出力する信号のピーク値Ｂに対し

し、圧電シートの信号の振幅が立ち上がりから振幅ｋ＊

て出力側の前記圧電シートが出力する信号がｋ＊Ｂとな

Ｂに達するまでの時間差Ｔｒを時間差算出器１００によ

る時刻Ｔｂを算出する第２の定比振幅時刻算出器として

り算出する。

機能させ、比率ｃが設定される第２の比率設定器として

【００１３】圧力波の伝搬経路は最短の経路ＯＱと最長

機能させ、出力側の前記圧電シートが出力する信号のピ

の経路ＯＳとを含む集まりであるから、それらの平均を

ーク値Ｂに対して出力側の圧電シートが出力する信号が

選ぶための比率ｐを比率設定器１２０により設定し、音

ｃ＊Ｂとなる時刻Ｔｏを算出する第３の定比振幅時刻算

速算出器１１０により式Ｖ＝Ｌ／（Ｔｍ−ｐ＊Ｔｒ）を

出器として機能させ、前記時刻Ｔａと前記時刻Ｔｂとの

20

計算して、音速を算出する。

時間差Ｔｍを算出する第１の時間差算出器として機能さ

【００１４】以上説明した一例では、水中吸音材の両面

せ、前記時刻Ｔｏと前記時刻Ｔｂとの時間差Ｔｒを算出

に圧電シートを設け、一方の圧電シート１０に直接衝撃

する第２の時間差算出器として機能させ、比率ｐが設定

波形を与えていたが、両面に圧電シートをそれぞれ設

される第３の比率設定器として機能させ、式Ｖ＝Ｌ／

け、さらに少なくとも一方の圧電シート１０にアルミニ

（Ｔｍ−ｐ＊Ｔｒ）を算出する音速算出器として機能さ

ウム等の板材を密着させ、この板材に前記衝撃球を落下

せることを特徴とする。

させて圧電シート１０に衝撃波を伝搬させてもよい。か

【００１０】

かる構成によれば、可撓性のある圧電シートに衝撃球を

【発明の実施の形態】本発明に係わる水中吸音材音速測

落下する場合比べて得られる衝撃波の立ち上がりがより

定器、水中吸音材音速測定方法、及び水中吸音材音速測

鋭くなり十分な検出信号のＳ／Ｎが得られて、両圧電ゴ

定用プログラムの実施の形態の一例を、図１乃至図３に

30

ムシート１０，２０からの検出信号の時間差の計測がよ

示す。この測定器は、水中吸音材の特性の評価に使われ

り容易に行える効果がある。

るものであり、圧電シート１０及び２０を水中吸音材の

【００１５】以上説明した一例では、図３に図示した波

両面に当てて、立ち上がりの鋭い衝撃波形を発生させる

形記憶器３０から音速算出器１１０に至る各手段を、コ

衝撃波形付与手段としての衝撃用球３００を上面の中央

ンピュータの演算部における機能として実現しても良

に落下させ、そのときに発生した圧力波が水中吸音材を

い。即ち、圧電シート１０，２０から得られる波形信号

伝搬する音速を測定する。ここで、圧電シートは、ゴム

を被処理情報とし、これを所定のプログラムによってコ

材にチタンジルコン酸鉛の粉末を混ぜてシート状に成形

ンピュータを上述したような所定の手段として機能させ

した部材であり、与えられた機械エネルギーを電気信号

ることにより、当該コンピュータが当該プログラムと協

として出力する。この圧電シートは可撓性を有し、試料
である水中吸音材の表面に隙間なく密着して効果的に音

働して音速測定器として機能し、最終的に必要な情報処
40

理が行なわれて音速が算出されるようにしてもよい。

波を伝搬する機能を備えている。なお、圧電シートと水

【００１６】

中吸音材の間には音波を効率的に伝達するために接触媒

【発明の効果】本発明は以上のように構成されるため、

質を介在させても良い。

水中吸音材を伝搬する圧力波の両面における時間差を、

【００１１】前記衝撃波形は一過性であるので、波形記

両波形が相似であることに基づき対応する時刻で求める

憶器に保存する。圧電シート１０及び２０の信号は相似

ことができ、また、それらを得るときの振幅は雑音に対

であるので、両信号が立ち上がってから雑音より明確に

して明確に大きく選ぶことができ、さらに、伝搬経路が

分離できるだけの振幅に達するような共通の比率ｋを比

厚さ方向に斜めのものも含むことに対して平均的な経路

率設定器４０により設定する。ｋの値は、予備的な計測

長を選ぶことができる。従って、精度が良く、極めて有

を行い、なるべく１に近い値で適当な値で設定してお

用である。

く。そして、圧電シート１０及び２０の信号の振幅がそ

50

【図面の簡単な説明】
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【図１】水中吸音材を伝搬する圧力波の経路を示す説明

３００

衝撃用球

図である。

Ａ 圧電シート１０の信号のピーク値

【図２】圧電シート１０及び２０の信号の波形と時刻の

Ｂ 圧電シート２０の信号のピーク値

読み取り点を示す図である。

Ｌ 水中吸音材の厚さ

【図３】本発明の実施形態を示す構成図である。

Ｏ 衝撃点

【符号の説明】

Ｐ 経路ＯＳに沿って厚さＬに等しい点

１０

圧電シート

Ｑ 衝撃点から厚さ方向に直下の点

２０

圧電シート

Ｓ 圧電シート２０の信号が振幅ｋ＊Ｂに達するときの

３０

波形記憶器

４０

比率設定器

５０

定比振幅算出器

率

６０

定比振幅算出器

ｋ 伝搬時間を求める振幅を選ぶための比率

７０

定比振幅算出器

ｐ 伝搬経路の平均を選ぶための比率

８０

比率設定器

Ｔａ

圧電シート１０の信号が振幅ｋ＊Ａに達する時刻

９０

時間差算出器

最長経路の端点
10

ｃ 圧電シートの信号の立ち上がり点を決めるための比

Ｔｂ

圧電シート２０の信号が振幅ｋ＊Ｂに達する時刻

１００

時間差算出器

Ｔｏ

圧電シート２０の信号が振幅ｃ＊Ｂに達する時刻

１１０

音速算出器

Ｔｍ

時刻ＴａとＴｂとの差

１２０

比率設定器

Ｔｒ

時刻ＴｏとＴｂとの差

２００

水中吸音材
【図１】

【図３】

【図２】
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