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１．まえがき 

 地球環境問題への関心は深まる一方であり，

フロンを使わない冷凍方式の一つとして，ピス

トン運動による強制振動方式パルス管冷凍機

や廃熱の熱源を音波源とした熱音響自励振動

方式共鳴管冷凍機[1]など，多方面にわたり研

究が進められており，可動部がなく構造が簡単

な熱音響冷凍機が注目されている。 

 熱音響共鳴管は基本的には音波の発生部と

熱輸送部（冷凍部）で構成され，音波による気

体の圧縮，膨張の繰り返しによりエネルギー変

換を行う。従って，スピーカによる駆動や加熱

による駆動など，音波を発生させるための駆動

源が必要である。 

本研究ではエネルギーを供給した音源では

なく環境騒音をもとにエネルギー変換を行う

ことにより騒音を抑えることを目的とし，その

可能性について検討した。 

 

２.熱音響共鳴管の原理 
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図―1 熱音響共鳴管の概略図 

 

図―1 は 1/4 波長（ /4）の熱音響共鳴管の

概略図を示したものである[2]。剛体端末の左

側はプレートを重ねたもの（スタック）であり，

熱浸透深さδ

λ

ｋは音響周期(1/ )の時間内に熱

が拡散する距離を表す。一枚のプレート表面上

の小部分とこれを取り囲んで熱音響振動をす

る気体の距離は熱伝導が音響周期の時間中に

起こり得るのに十分な程小さい。 

f

プレートの平均温度を Tm とし，平均温度で

表した温度勾配を とすると，移動する気体

小部分の左端におけるプレート温度は Tm 

- であり，移動の右端における温度は Tm 

+ である。流体はプレートに沿って 2 の

距離だけ移送され，気体の断熱温度変化をT と

すると，断熱圧縮にて Tm - から Tm 

+ +2T の温度まで加熱される（step1）。
暖められた気体小部分が熱 を一定圧力の

もとで熱伝導によってプレートに伝え，その温

度はプレートの温度 Tm + まで下がる

（step2）。動作流体がプレートに沿って の位

置まで移送され，断熱膨張によって，その温度

が Tm + -2T まで冷却される（step3）。こ

の気体小部分は熱 をプレートから吸収す

る。これによってこの気体小部分の温度が元の

値 Tm - まで上昇することになる（step4）。 
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 これでシステムが元の状態に戻る完全なサ

イクルをなし，スタック全長を考えると，各気

体小部分が温度の低い左隣部分から熱を奪い，

温度の高い右隣部分へ熱を伝えるといったい

わゆる“バケツリレー“に類似したものになる。 
 

3. 熱音響共鳴管による騒音制御モデル 
図―2 に騒音制御装置である熱音響共鳴管の

構造を示す。ある騒音源の最大騒音レベルの基

本周波数と順次に高いレベルとなる倍音の周

波数に対し，１/4 波長の長さで共鳴する共鳴管

を並び付けた装置である。共鳴管を騒音源に近

付け，共鳴させることにより騒音の音響エネル

ギーを熱エネルギーに変換し，音圧レベルを抑

えることができる。 

 

図―2 騒音制御装置の構造 

 

4. 実験装置の考察 
最も適した実験装置を検討する目的で基礎

実験を行った。 

音響共鳴管は内径31mm×長さ102mmのアクリ

ル管で左端に絞りノズルを介してオーディオ

用スピーカを取り付け，右端はプラスチック板

で封じた。実験に先立ち，直径 6mm コンデンサ
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マイクを軸方向に移動させ，スピーカに加えた

周波数が 86Hz(L=λ/4 相当)と 215Hz(L=3λ/4

相当)のとき共鳴が起こり，圧力振幅が図－3の

(a),(b)ように分布することを確認した。 
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図―3 音圧分布 

内部の閉止端近傍に内径0.8mm×長さ50mmの

ポリイミド（polyimide）チューブを多数束ね

て直径 31ｍｍにしたものをスタックとして用

いた。共鳴管内の温度分布を求めるため,φ

1.5mm の K 型熱電対を軸方向に挿入し，測定を

行った。内径 0.8mm，1.0mm のポリイミドチュ

ーブと 1.5mm の熱収縮チューブをスタックにし

て，共鳴周波数である 215Hz (3λ/4) のときと

86Hz(λ/4)で性能比較実験を行ったところ，い

ずれの場合も 1.0mm のポリイミドチューブを用

いたときに最も低温が得られた。図―4 に共鳴

周波数 86Hz のときの結果を示す。 

 
図―４ スタックの両端の温度分布 

 
5. 実験方法と結果 

二輪車の排気音を音源として用い，音圧レベ

ルの変化を測定した。いくつかの機種の中で最

も低温が得られた Harley-Davidson V-ROD 

1130cc の排気音の周波数特性を図―5 に示す。

共鳴管の 1/4 波長に相当する 75Hz 帯域の周波

数分布が目立っていることが分かる。 

 
図―5 Harley-Davidson V-ROD 排気音 

この音源を対象にし，スタックを付けたとき

と付けていないときの音圧レベルの変化を測

定した結果，付けていないときの騒音レベル

84.8dB に対し，スタックを入れて行ったところ

では，85dB となった。その原因は温度勾配が起

こるとしてもエネルギーとして消費されず，管

の内部にこもっているからであると思われる。 

そこで管の内部の熱を取り出す目的で，スタ

ックの高温側（閉端側）に長さ 20mm のアルミ

管で延長し，外側に内径 0.3mm の銅パイプを巻

いてパイプの中に水を通し，冷却を行った。図

―6に実験装置の外観,表―1に実験結果を示す。 

 

 
図―6 実験装置の外観 

 
 

表－1 冷却装置による音圧制御結果 

  80Hz sine wave Harley－davidson 

with stack 82.１dB 84.8dB 

without stack 83.3dB 85.7dB 

 
高温側の温度を室温程度に冷却するまでには

至らなかったが，冷却を行わない場合と比較す

ると，冷却された温度差に相当するエネルギー

が熱交換の形で管内部から取り出されること

により音圧が減少していることが確認できる。 
 
6. むすび 
熱エネルギーへの変換を行うことにより音

圧レベルが抑えられることを確認した。今回の

実験はスピーカで再現したものである。実場で

の対応に向けて全体周波数帯域に対応できる

共鳴管の複数化や周波数変化に応じて管の長

さを調節するシステムなどの可能性が考えら

れる。 
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