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相変化を利用したスピーカ 
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あらまし  本稿では，相変化を利用した電気音響変換システムを提案する．まず，相変化にともなう体積変化と

音響出力の関係について考察した．次に相変化の制御方法として内部加熱をもちいた手法を提案した．これらを踏

まえ基礎実験として NaCl 0.1％水溶液に対して通電加熱による液体から気体への相変化を利用した電気音響変換実

験を行った．音響出力が電力に比例することから起こる高次歪みの軽減を試み，変換効率，周波数特性，電極端子

形状の違いと指向特性についてそれぞれ計測をおこなった． 
キーワード  スピーカ，相変化，電気音響変換器 
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Abstract In this paper, we propose an electro-acoustic transducer utilizing phase change. Firstly the relation between a 
volume change caused by phase change and a sound output was examined.  Successively, as a method to control phase 
change, a technique with internal heating was considered.  Following  these studies, an electro-acoustic conversion 
experiment utilizing phase change brought by joule heating on NaCl 0.1% solution transforming into gas was conducted as a 
basic experiment.  In addition an experiment on mitigation of high order distortion as a result of sound output being 
proportional to electric power was conducted, and conversion efficiency, frequency characteristic, and difference as well as 
directional pattern of electric terminal form were measured respectively. 
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1. まえがき  
現在広く使われているダイナミックスピーカの原

形は1925年に，アメリカのC.E.Rice とE.W.Kellogが発

明したものである．それ以来，スピーカの性能に関し

様々な研究がおこなわれてきた．しかし，その原型は

80年近く変わっていない．また，その電気音響変換効

率は真空管増幅器の時代でこそホーンを併用し10％近

くあったが，近年ではトランジスタの登場などにより

増幅器を含めた変換効率は0.1％以下となっている． 

我々はこれまで超伝導スピーカ[1]やコンデンサス

ピーカ[2]を用いた高能率電気音響変換や，従来の電気

音響変換方法では困難であった広い面積をもった振動

板のないマイクロホンの提案[3]を行ってきた．また，

近年では熱音響効果を用いた熱音響システムの研究

[4]も行ってきた． 

ところで，相変化を利用したエネルギー変換で  

有名なのは，イギリスのJames Watt(1736-1819)による

蒸 気 機 関 の 改 良 で あ る ． オ ラ ン ダ の Denis  

Papin(1649-1712)による1690年の蒸気機関原理の発明

から，多くの科学者の改良を経て，その75年後の1765

年にWattは蒸気機関の効率改善方法を見つけた．それ

は，当時のイギリス産業革命に大きな影響を与え，ま

た現在においても，火力発電，原子力発電の原理とし

て広く利用されている． 
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また，近年ペルチェ素子に代表される熱電変換の研

究もさかんに行われており放熱エネルギーの再利用が

少しずつではあるが可能となってきている． 

このようなことから電気音響変換にこれまであま

り注目されてこなかった相変化に着目し，今回は基礎

実験を行ったので報告する．将来的には高効率の電気

熱音響変換や相変化に伴う体積収縮を利用した測定音

源など様々な応用が考えられる．  

 

2. 相変化と音  
2.1. 物質の相変化  

多くの物質は固体，液体，気体の３つの状態からな

る．それぞれは個相，液相，気相と呼ばれる．物質は

周囲の圧力と温度などの物理量の変化によってある相

から別の相へ変化する．相が変化することにより，物

質の性質や体積などの状態が変化する．  
水を例にとると，１気圧では０℃以下が固相，０℃

～100℃で液相，100℃以上で気相へと変化していく．  

図－2－1 水の状態図  
 

2.2. 体積変化  
相変化による体積変化は液相から気相に変化する

時の気化膨張が一般的にもっとも体積変化が大きいと

される．たとえば水の場合，1 気圧における水蒸気の

100℃での状態方程式を考えると，  

とすれば，  

 

 

 
となり，水１cc が理想状態で水蒸気になると 1692cc，

約 1700 倍もの体積になることが分かる．二酸化炭素

（ドライアイス）の常温での固相から気相への相変化

で約 750 倍，液体窒素の気相への相変化では 700 倍の

体積膨張となる．  

2.3. 音源としての利用  
ここで１kHz の正弦波を音圧レベル 100dB で出力す

る点音源について考える．時間平均の音響出力 は， 
 

 
 
 
 
 

と定義されるので，  

とすると，点音源の強さ は，  
 
 

となる．これは理想的に気体の噴出・吸入が行われ

ると仮定すると，水でいえば大気圧条件下で１秒間に

1.2ｇ程度が相変化している状態を示す．熱による相変

化を考えると，水は一般の液体と比較して気化熱が

2250kJ/kg と特に高く，水の相変化による上記の音響出

力を実現するには 1361W の熱量が１秒間に放熱・吸熱

される必要がある．効率及び相変化の制御の観点から

熱エネルギーの制御・循環が大きな課題と言える．  

 
図－2－3 水の液気相変化と音波の発生  

2.4. 相変化制御  
相変化に伴う音の発生を音源として利用するには

相変化を制御しなければならない．よって相変化に必

要な熱エネルギーもしくは圧力の制御が必要となる．

本稿では大気圧状態で熱エネルギーの増減による相変

化の制御を試みる．  
電気エネルギーを熱エネルギーに変換する主な方

法は大きく分けて外部加熱と内部加熱とがある．外部

加熱はコンロに代表されるように，ヒーター等で被加

熱体の外部から内部へと熱を伝える方式である．この

方式は熱伝導性に左右されるので加熱に時間がかかり，

また熱変換効率が悪い．  
これに比べて内部加熱は電子レンジに利用されて
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いる誘電加熱や，通電加熱に代表されるように，被加

熱体そのものを発熱させる方式である．この方式では，

熱伝導性に左右されないので印加エネルギーに対して

被加熱体の温度が迅速に対応する．その２つを検討す

ると，  
・誘電加熱では数 M～数 10MHz の高周波交流の電界

中における誘電体での双極子の摩擦熱を利用して

いる．  
・通電加熱では，被加熱体に数～数ｋHz の電流を直接

流す事によって，被加熱体から生じるジュール熱を

利用している．  
よって可聴領域の音を再生する事を目的としてい

ることから，本研究では通電加熱による液相から気相

への相変化の制御を試みた．  
 

3. 実験  
超純水（抵抗率 10ＭΩ・cm 以上）・塩化ナトリウム

（99.5％以上）を用いて 0.1％W/V 及び 0.2％W/V の

NaCl 水溶液を作成し実験に使用した．電解質溶液の抵

抗Ｒと導電率 k について次のような関係式が成り立つ． 
 
 
 
 
 
 
使用した水溶液の抵抗率は 100℃の条件下において

0.1％W/V で 200Ω･cm，0.2％W/V で 102Ω･cm である．

図－3－1 に示す様な 5×5mm２の鉄製の面を 2mm 間隔

で平行に取り付けた電極間に 0.2％水溶液を浸し音響

出力を測定し，0.1％水溶液を浸し出力波形および音響

出力および周波数特性の測定を行った．また指向特性

の測定は 2mm 間隔に向かい合わせた直径 0.5mm の鉄

線も電極として用いて行った．式（５）より平板電極

間の抵抗値は 0.1％W/V 水溶液で 160Ω，0.2％W/V で

82Ω，鉄線対間で 0.1％W/V で 16kΩである．   
また，今回の実験においては設備の関係から騒音を

発生させずに溶液を沸点温度に保つ事が困難であった．

発生した熱が溶液中に分散するのを防ぐ目的から音響

出力特性の測定においては電極を浮かし平板間に表面

張力で留まった溶液を全て蒸発させ ,残留熱量が発生

しないよう試みた．  

 
図－3－1 平板電極対  

3.1. 高次歪みの軽減  
電極間に通常の 1kHz の交流正弦波を印加した場合

電気の方向にかかわらず加熱される事から電力の絶対

値が熱量と比例し両波整流スペクトルに近い出力を得

る．その様子を図－3－1－1 に示す．入力信号のちょ

うど倍にスペクトルのピークがある．また，式（３）

から受音点での音圧は点音源の強さつまり本方式では

水蒸気の発生量に比例する．W=V2/R の関係から入力

信号を電圧で制御すると出力信号が入力信号の二乗に

比例する関係となり歪んでしまう．  
図－3－1－2 に正弦波に直流成分を加えた場合の出

力音のスペクトルを示す．充分な大きさの直流成分を

加えることにより一方向のみ電圧がかかる．1kHz の周

波数成分が含まれているものの前述の高次歪みが確認

される．そこで信号の平方根をとり直流を加えたもの

を入力した出力音のスペクトルを図－3－1－3 に示す．

高次歪みが軽減されているのが分かる．  
4 章で報告される各種実験はこれらプリディストー

ションを施し信号を入力し行った．また，本質的な効

率を考える目的から消費電力に直流電力は加えなかっ

た．  
 

4. 測定結果  
2～18W，1kHz 入力時の電力－音響出力特性を図－4

－1 に示す．前述のプリディストーションは液相から

気相への相変化のみが起こることを仮定して計算され

たものであるが，実際には室温と水の沸点とには大き

な差があり ,蒸発後すぐに液相へと戻ってしまう．結果

として膨張後すぐに縮小し周囲に放熱するので発生す

る音場や変換効率に少なからず影響を与えていること

が考えられる．  
また ,測定された印加電圧及び電流から得られた抵

抗値は約 2250Ωで 2.5 節での計算値からかけ離れたも

のになった．電流計を観察すると印加直後は理論値に

近い値を示すが音が鳴り始めると急激に値が下がる．

通電加熱された液体中に大量の気泡ができることから

電気経路が著しく狭められた結果だと思われる．  
また ,電力と音響出力間の効率は 2～18W 入力に対し

て 1.0×10-7 ～1.6×10-6 であった．エネルギーのほとん

どが空気中に熱として分散しており，これらの回収・

再利用が今後の重要な課題として挙げられる．  
13W 入力時の周波数特性図を図－4－2 に示す．1kHz

近傍を中心とした山なりな特性となっているがこれは

気泡の大きさに関係していると思われる．水溶液の表

面張力と気相での膨張率との関係などの今後の考察が

必要である．  
平板電極を用いた 13W 入力における水平方向の指

向特性を図－4－3－1 から図－4－3－5 に示す．また ,
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鉄線電極使用時の指向性を図－4－3－6 から図－4－3
－10 に示す．いずれの方式に関しても ,低域ではほぼ

点音源と言え ,高域では０度方向への指向性が確認さ

れた．本来本方式のスピーカは液中の電気経路全てが

点音源の集合とみなす事ができ ,平行面を向かい合わ

せた電極を用いると 5×5×2m3 の直方体の音源となり

水平面で考えると９0 度方向への指向性を示すと思わ

れるが実際には平板間に気泡が挟まれる形となり開放

された方向へ気泡が押し出される事からこのような指

向性になったと思われる．鉄線電極はほぼ点から点へ

の経路と考えると等価的に線音源と考えることができ ,
そのような測定結果がでた．  

 
 

5. むすび  
近年盛んに研究が進められている熱電変換素子の

可能性を踏まえ相の変化に着目したスピーカの提案及

び基礎実験を行った．  
本実験ではいずれの測定も電極に鉄製のものを用

いたが溶液と反応してしまい大量の化合物が電極に付

着してしまった．電極素材，電極形状の検証は今後の

課題である．また ,水は他の液体と比較して非常に気化

熱が高い．今回は NaCl 水溶液のみでの測定を行った

が例えばエタノール（沸点 78℃気化熱 200cal/g）を使

用した NaCl 水溶液に少量混ぜたところ同じ電力で出

力音は明らかに大きくなった．エタノール自体の導電

性は極めて低い事もあり音源に使用される液体の配分

や選定なども今後の課題として挙げられる．  
今後は音質面の向上はもとより熱電変換素子を用

いた本方式での熱エネルギー循環や急激な相変化を利

用した膨張・吸収両方向のインパルス音作成の可能性

などを探っていく所存である．  
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図－3－1－1 正弦波入力時の出力音  

 

図－3－1－2 直流成分加算後の出力音  

 

図－3－1－3 平方根入力による出力音  
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図－4－1 電力－音響出力  

 
 

 

図－4－3－1 指向特性（平行面電極 250Hz）  

 

図－4－3－2 指向特性（平行面電極 500Hz）  

図－4－2 周波数特性  

 

 

図－4－3－6 指向特性（針電極 250Hz）  

 

図－4－3－7 指向特性（針電極 500Hz）  
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図－4－3－3 指向特性（平行面電極 1kHz）  

 

図－4－3－4  指向特性（平行面電極 2kHz）  

 

図－4－3－5 指向特性（平行面電極 4kHz）  

 

図－4－3－8 指向特性（針電極 1kHz）  

 

図－4－3－9 指向特性（針電極 2kHz）  

 

図－4－3－10 指向特性（針電極 4kHz）  


