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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた配置方向に沿って配置される複数の第１スピーカと、
　前記配置方向に沿って配置される複数の第２スピーカと
　を有し、
　前記複数の第１スピーカは、第１方向へ平面波を放射し、
　前記複数の第２スピーカは、前記第１方向とは異なる第２方向へ平面波を放射し、
　前記第１スピーカに供給される第１音響信号と、前記第２スピーカに供給される第２音
響信号が異なり、
　前記複数の第１スピーカおよび前記複数の第２スピーカは、折り曲げ可能な板状の部品
上で前記配置方向に沿って交互に配置されており、隣り合う前記第１スピーカと前記第２
スピーカとの間は山折りまたは谷折りがされていること
　を特徴とするスピーカシステム。
【請求項２】
　前記複数の第１スピーカの各々に供給される前記第１音響信号には、それぞれ遅延処理
がされており、前記複数の第２スピーカの各々に供給される前記第２音響信号には、それ
ぞれ遅延処理がされていること
　を特徴とする請求項１に記載のスピーカシステム。
【請求項３】
　前記第１スピーカおよび前記第２スピーカの表面に画像が形成されており、
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　前記第１スピーカの表面に形成されている画像と前記第２スピーカの表面に形成されて
いる画像が異なること
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載のスピーカシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の方向へ放音する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　互いに異なる方向へ放音するように平面スピーカを組み合わせたスピーカシステムとし
て特許文献１に開示された平面スピーカシステムがある。この平面スピーカシステムは、
一対の平面スピーカを備えており、一方の平面スピーカが取り付けられた支持枠の長辺と
、他方の平面スピーカの支持枠の長辺とが互いに接合され、一方の平面スピーカに他方の
平面スピーカが角度を付けて位置する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１４８８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のスピーカシステムにおいては、例えば支持枠の長辺が水平面に対して垂直
になるように設置し、一対の平面スピーカに対して各々異なる信号を入力すれば、一方の
スピーカと他方のスピーカとにより異なる方向へ放音することができ、一方の平面スピー
カが向けられている人と、他方の平面スピーカが向けられている人とで異なる音を聞かせ
ることもできる。しかしながら、平面スピーカでは距離による音の拡がりが少なく、この
平面スピーカシステムで水平方向に広い範囲で多くの人に音が届くようにするには、各平
面スピーカの水平方向の幅を広くする必要がある。平面スピーカの幅を広くするとなると
、平面スピーカの振動膜や支持枠を大きくすることとなり、スピーカシステムの組み立て
が大掛かりになる。
【０００５】
　本発明は、上述した背景の下になされたものであり、スピーカの幅を広くすることなく
複数の音をそれぞれ異なる方向へ幅広く放射できる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために本発明は、予め定められた配置方向に沿って配置される
複数の第１スピーカと、前記配置方向に沿って配置される複数の第２スピーカとを有し、
前記複数の第１スピーカは、第１方向へ平面波を放射し、前記複数の第２スピーカは、前
記第１方向とは異なる第２方向へ平面波を放射し、前記第１スピーカに供給される第１音
響信号と、前記第２スピーカに供給される第２音響信号が異なり、前記複数の第１スピー
カおよび前記複数の第２スピーカは、折り曲げ可能な板状の部品上で前記配置方向に沿っ
て交互に配置されており、隣り合う前記第１スピーカと前記第２スピーカとの間は山折り
または谷折りがされていることを特徴とするスピーカシステムを提供する。
【０００８】
　また本発明においては、前記複数の第１スピーカの各々に供給される前記第１音響信号
には、それぞれ遅延処理がされており、前記複数の第２スピーカの各々に供給される前記
第２音響信号には、それぞれ遅延処理がされている構成であってもよい。
【０００９】
　また本発明においては、前記第１スピーカおよび前記第２スピーカの表面に画像が形成
されており、前記第１スピーカの表面に形成されている画像と前記第２スピーカの表面に
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形成されている画像が異なる構成であってもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、各スピーカの幅を広くすることなく複数の音をそれぞれ異なる方向へ
幅広く放射することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るスピーカシステム１の正面図。
【図２】スピーカシステム１の上面図。
【図３】静電型スピーカ１０の外観図。
【図４】静電型スピーカ１０の断面図。
【図５】静電型スピーカ１０の断面図。
【図６】静電型スピーカ１０の電気的構成を示した図。
【図７】スピーカシステム１から放射される音を説明するための図。
【図８】スピーカシステム１から放射される音を説明するための図。
【図９】変形例に係るスピーカシステム１を示した図。
【図１０】変形例に係るユニット１００の上面図。
【図１１】変形例に係るユニット１００の上面図。
【図１２】変形例に係るユニット１００の上面図。
【図１３】変形例に係るユニット１００の上面図。
【図１４】変形例に係るユニット１００の上面図。
【図１５】変形例に係るユニット１００の外観図。
【図１６】変形例に係るスピーカシステム１の正面図。
【図１７】変形例に係るスピーカシステム１の正面図。
【図１８】変形例に係るユニット１００の正面図。
【図１９】変形例に係るユニット２００を示した図。
【図２０】ユニット２００の配置例を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
［実施形態］
　図１は、本発明の一実施形態に係るスピーカシステム１の正面図、図２は、スピーカシ
ステム１の上面図である。このスピーカシステム１は、例えば駅の通路などの長い空間の
壁Ｗに配置され、通路の通行人に対して放音する。
【００１３】
　本実施形態に係るスピーカシステム１は、ユニット１００－１～１００－６を通路の長
手方向（第１の配置方向）へ並べた構成となっている。なお、ユニット１００－１～１０
０－６の構造は各々同じである。このため、以下の説明で個々を区別する必要の無い場合
は、枝番の記載を省略する。
　ユニット１００の形状は、垂直方向から見て断面の形状が直角二等辺三角形である管の
形状となっている。ユニット１００は、通路の壁面に固定される第３部品１０３と、第３
部品１０３に対して４５°の角度をなす第２部品１０２と、第３部品１０３に対して４５
°の角度をなし、第２部品に対して９０°の角度をなす第１部品１０１を備える。第１部
品１０１、第２部品１０２および第３部品１０３は、板状材料、例えば段ボールを加工し
たものであり、形状が板状で矩形となっている。第１部品１０１の長さ、幅および厚みと
、第２部品１０２の長さ、幅および厚みは同じとなっている。第１部品１０１は、第３部
品１０３と第２部品１０２に接合され、第２部品１０２は、第３部品１０３と第１部品１
０１に接合されている。
【００１４】
　第３部品１０３は、通路の壁面に固定される。また、第１部品１０１の表面には平面波
の音波を放射する平面スピーカの一例である静電型スピーカ１０Ａが固定され、第２部品
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１０２の表面には、同じく静電型スピーカ１０Ｂが固定されている。第１部品１０１に配
置される静電型スピーカ１０Ａは、第１部品１０１より面積の狭い矩形の形状となってお
り、第２部品１０２に配置される静電型スピーカ１０Ｂは、第２部品１０２より面積の狭
い矩形の形状となっている。ユニット１００は通路の方向へ並べられているため、静電型
スピーカ１０Ａおよび静電型スピーカ１０Ｂも通路の長手方向に沿って並ぶこととなる。
なお、静電型スピーカ１０Ａと静電型スピーカ１０Ｂは、入力される信号が異なるものの
構成は同じである。このため、以下の説明で個々を区別する必要の無い場合は、符号の末
尾の「Ａ」、「Ｂ」の記載を省略する。
【００１５】
　図３は、静電型スピーカ１０の外観図、図４は、静電型スピーカ１０のＩ－Ｉ線断面図
である。また、図５は、静電型スピーカ１０の分解図、図６は、静電型スピーカ１０の電
気的構成を示した図である。なお、図においては、直交するＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸で方向
を示しており、左右方向をＸ軸の方向、奥行き方向をＹ軸の方向、高さ方向をＺ軸の方向
としている。また、図中、「○」の中に「・」が記載されたものは図面の裏から表に向か
う矢印を意味するものとする。また、図中、「○」の中に「×」が記載されたものは図面
の表から裏に向かう矢印を意味するものとする。
【００１６】
　図に示したように、静電型スピーカ１０は、振動体１１、電極２０Ｕ，２０Ｌ、弾性部
材３０Ｕ，３０Ｌおよび保護部材６０Ｕ，６０Ｌを有している。なお、本実施形態におい
ては、電極２０Ｕと電極２０Ｌの構成は同じであり、弾性部材３０Ｕと弾性部材３０Ｌの
構成は同じである。このため、これらの部材において両者を区別する必要が特に無い場合
は、符号末尾の「Ｌ」および「Ｕ」などの記載を省略する。また、保護部材６０Ｕと保護
部材６０Ｌの構成は同じであるため、保護部材６０Ｕ，６０Ｌにおいても両者を区別する
必要が特に無い場合は、符号末尾の「Ｌ」および「Ｕ」などの記載を省略する。また、図
中の振動体、電極等の各構成要素の寸法は、構成要素の形状を容易に理解できるように実
際の寸法とは異ならせてある。
【００１７】
　まず、静電型スピーカ１０を構成する各部について説明する。Ｚ軸上の点から見て矩形
の振動体１１は、ＰＥＴ（polyethylene terephthalate：ポリエチレンテレフタレート）
またはＰＰ（polypropylene：ポリプロピレン）などの絶縁性および柔軟性を有する合成
樹脂のフィルム（絶縁層）を基材とし、フィルムの一方の面に導電性のある金属を蒸着し
て導電膜（導電層）を形成した構成となっている。
【００１８】
　弾性部材３０は、本実施形態においては不織布であって電気を通さず空気および音の通
過が可能となっており、その形状はＺ軸上の点から見て矩形となっている。また、弾性部
材３０は、弾性を有しており、外部から力を加えられると変形し、外部から加えられた力
が取り除かれると元の形状に戻る。なお、弾性部材３０は、絶縁性があり、音が透過し、
弾性がある部材であればよく、中綿に熱を加えて圧縮したもの、織られた布、絶縁性を有
する合成樹脂を海綿状にしたものなどであってもよい。なお、本実施形態においては、弾
性部材３０のＸ軸方向の長さは振動体１１のＸ軸方向の長さより長く、弾性部材３０のＹ
軸方向の長さは振動体１１のＹ軸方向の長さより長くなっている。
【００１９】
　電極２０は、ＰＥＴまたはＰＰなどの絶縁性を有する合成樹脂のフィルム（絶縁層）を
基材とし、フィルムの一方の面に導電性のある金属を蒸着して導電膜（導電層）を形成し
た構成となっている。電極２０は、Ｚ軸上の点から見て矩形となっており、表面から裏面
に貫通する孔を複数有しており、空気および音の通過が可能となっている。なお、図面に
おいては、この孔の図示を省略している。また、本実施形態においては、電極２０のＸ軸
方向の長さとＹ軸方向の長さは弾性部材３０と同じとなっている。
【００２０】
　保護部材６０は、絶縁性を有する布である。保護部材６０は、Ｚ軸上の点から見て矩形
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となっており、空気および音の通過が可能となっている。なお、本実施形態においては、
保護部材６０のＸ軸方向の長さとＹ軸方向の長さは弾性部材３０と同じとなっている。
【００２１】
　次に静電型スピーカ１０の構造について説明する。静電型スピーカ１０においては、振
動体１１は、弾性部材３０Ｕの下面と弾性部材３０Ｌの上面との間に配置されている。振
動体１１は、左右方向の縁と奥行き方向の縁から内側へ数ｍｍの幅で接着剤が塗布されて
弾性部材３０Ｕと弾性部材３０Ｌに接着されており、接着剤が塗布された部分より内側は
弾性部材３０Ｕと弾性部材３０Ｌに固着されていない状態となっている。
【００２２】
　電極２０Ｕは、弾性部材３０Ｕの上面に接着されている。また、電極２０Ｌは、弾性部
材３０Ｌの下面に接着されている。なお、電極２０Ｕは、左右方向の縁と奥行き方向の縁
から内側へ数ｍｍの幅で接着剤が塗布されて弾性部材３０Ｕに接着されており、電極２０
Ｌは、左右方向の縁と奥行き方向の縁から内側へ数ｍｍの幅で接着剤が塗布されて弾性部
材３０Ｌに接着されている。なお、電極２０は、接着剤が塗布された部分より内側は弾性
部材３０に固着されていない状態となっている。また、電極２０Ｕは、導電膜のある側が
弾性部材３０Ｕに接しており、電極２０Ｌは、導電膜のある側が弾性部材３０Ｌに接して
いる。
【００２３】
　保護部材６０Ｕは、電極２０Ｕの上面に接着されている。また、保護部材６０Ｌは、電
極２０Ｌの下面に接着されている。なお、保護部材６０Ｕは、左右方向の縁と奥行き方向
の縁から内側へ数ｍｍの幅で接着剤が塗布されて電極２０Ｕに接着されており、保護部材
６０Ｌは、左右方向の縁と奥行き方向の縁から内側へ数ｍｍの幅で接着剤が塗布されて電
極２０Ｌに接着されている。なお、保護部材６０は、接着剤が塗布された部分より内側は
電極２０に固着されていない状態となっている。
【００２４】
　次に、静電型スピーカ１０に係る電気的構成について説明する。図６に示したように、
静電型スピーカ１０には、音を表す音響信号が入力されるアンプ部１３０、変圧器１１０
、振動体１１に対して直流バイアスを与えるバイアス電源１２０を備えた駆動回路１００
０が接続される。
　電極２０Ｕは、変圧器１１０の二次側の端子Ｔ１に接続され、電極２０Ｌは、変圧器１
１０の二次側の他方の端子Ｔ２に接続される。また、振動体１１は、抵抗器Ｒ１を介して
バイアス電源１２０に接続される。変圧器１１０の中点の端子Ｔ３は、抵抗器Ｒ２を介し
て駆動回路１０００の基準電位であるグランドＧＮＤに接続される。
　アンプ部１３０には音響信号が入力される。アンプ部１３０は、入力された音響信号を
増幅し、増幅された音響信号を出力する。アンプ部１３０は、音響信号を出力する端子Ｔ
Ａ１，ＴＡ２を有しており、端子ＴＡ１は、抵抗器Ｒ３を介して変圧器１１０の一次側の
端子Ｔ４に接続され、端子ＴＡ２は、抵抗器Ｒ４を介して変圧器の一次側の他方の端子Ｔ
５に接続されている。
【００２５】
　次に、静電型スピーカ１０の動作について説明する。アンプ部１３０に交流の音響信号
が入力されると、入力された音響信号が増幅されて変圧器１１０の一次側に供給される。
そして、変圧器１１０で昇圧された音響信号が電極２０に供給され、電極２０Ｕと電極２
０Ｌとの間に電位差が生じると、電極２０Ｕと電極２０Ｌとの間にある振動体１１には、
電極２０Ｕと電極２０Ｌのいずれかの側へ引き寄せられるような静電力が働く。
【００２６】
　具体的には、端子Ｔ２から出力される第２音響信号は、端子Ｔ１から出力される第１音
響信号とは信号の極性が逆となる。端子Ｔ１からプラスの音響信号が出力され、端子Ｔ２
からマイナスの音響信号が出力されると、電極２０Ｕにはプラスの電圧が印加され、電極
２０Ｌにはマイナスの電圧が印加される。振動体１１にはバイアス電源１２０によりプラ
スの電圧が印加されているため、振動体１１は、プラスの電圧が印加されている電極２０
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Ｕとの間に反発力が働く一方、マイナスの電圧が印加されている電極２０Ｌとの間に吸引
力が働く。振動体１１は、振動体１１に加わるこれらの力に応じて電極２０Ｌ側（Ｚ軸方
向と反対方向）へ変位する。
【００２７】
　また、端子Ｔ１からマイナスの第１音響信号が出力され、端子Ｔ２からプラスの第２音
響信号が出力されると、電極２０Ｕにはマイナスの電圧が印加され、電極２０Ｌにはプラ
スの電圧が印加される。振動体１１にはバイアス電源１２０によりプラスの電圧が印加さ
れているため、振動体１１は、プラスの電圧が印加されている電極２０Ｌとの間に反発力
が働く一方、マイナスの電圧が印加されている電極２０Ｕとの間に吸引力が働く。振動体
１１は、振動体１１に加わるこれらの力に応じて電極２０Ｕ側（Ｚ軸方向）へ変位する。
【００２８】
　このように、振動体１１が音響信号に応じて図のＺ軸の正の方向とＺ軸の負の方向に変
位し(撓み)、その変位方向および変位量が逐次変わることによって振動となり、その振動
状態（振動数、振幅、位相）に応じた音波が振動体１１から発生する。発生した音波は、
音響透過性を有する弾性部材３０、電極２０および保護部材６０を透過して静電型スピー
カ１０の外部に音として放射される。
【００２９】
　次に、各ユニットの静電型スピーカ１０に供給される音響信号について説明する。本実
施形態においては、ユニット１００－１～１００－４の静電型スピーカ１０Ａに第１音響
信号が供給され、ユニット１００－３～１００－６の静電型スピーカ１０Ｂには第１音響
信号とは異なる第２音響信号が供給される。ユニット１００－１～１００－４の静電型ス
ピーカ１０Ａに第１音響信号が供給されると、第１音響信号が供給された各静電型スピー
カ１０Ａからは図７において矢印Ａで示したように静電型スピーカ１０Ａの表面に下ろし
た垂線の方向（静電型スピーカ１０Ａの放射面の法線方向）へ静電型スピーカ１０Ａの幅
で第１音響信号に対応した音が放射される。
　また、ユニット１００－３～１００－６の静電型スピーカ１０Ｂに第２音響信号が供給
されると、第２音響信号が供給された各静電型スピーカ１０Ｂからは図７において矢印Ｂ
で示したように静電型スピーカ１０Ｂの表面に下ろした垂線の方向（静電型スピーカ１０
Ｂの放射面の法線方向）へ静電型スピーカ１０Ｂの幅で第２音響信号に対応した音が放射
される。
　静電型スピーカ１０Ａの指向性は狭く、距離による減衰が少ないため、ユニット１００
－１～１００－４の静電型スピーカ１０Ａから放射された音は静電型スピーカ１０Ａの放
射面の法線方向進み、図７に示したエリアＡの範囲で聞こえる。また、ユニット１００－
３～１００－６の静電型スピーカ１０Ｂについても、静電型スピーカ１０Ｂから放射され
た音は静電型スピーカ１０Ｂの放射面の法線方向進み、図７に示したエリアＢの範囲で聞
こえる。
　これにより、例えば図７に示したようにスピーカシステム１に向かって左右方向中央よ
り右側にいる通行人Ｐ（エリアＡの範囲内であってエリアＢが重ならない領域にいる通行
人Ｐ）には、ユニット１００－１～１００－４の静電型スピーカ１０Ａから放射された音
が聞こえる。なお、ユニット１００－３～１００－６の静電型スピーカ１０Ｂには第２音
響信号が供給され、第２音響信号に対応した音が放射されているが、この音の放射方向は
矢印Ｂの方向であってエリアＡ内にいる通行人Ｐには届かないため、図７の位置にいる通
行人Ｐが第２音響信号の音を聞くことはない。
【００３０】
　次に、通行人Ｐが図８の位置に移動した場合、スピーカシステム１に向かって左右方向
中央より向かって左側にいる通行人Ｐ（エリアＢの範囲内であってエリアＡが重ならない
領域にいる通行人Ｐ）には、ユニット１００－３～１００－６の静電型スピーカ１０Ｂか
ら放射された音が聞こえる。なお、ユニット１００－１～１００－４の静電型スピーカ１
０Ａからは第１音響信号に対応した音が放射されているが、この音の放射方向は矢印Ａの
方向であって図８のエリアＢ内の位置にいる通行人Ｐには届かないため、通行人Ｐが第１
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音響信号の音を聞くことはない。
【００３１】
　このように、本実施形態に係るスピーカシステム１を用いると、スピーカシステム１の
前を通行人Ｐがユニット１００－１～１０６の配列方向に沿って通り過ぎる際、途中まで
（エリアＡ内にいる時）は矢印Ａ方向（第１方向）に放射された音のみが通行者に聞こえ
、途中から（エリアＢ内にいる時）は矢印Ｂ方向（第２方向）に放射された音のみが聞こ
える。つまり、音の放射方向が複数あって放射方向毎に音の内容が異なるため、通行人Ｐ
がスピーカシステム１の前を通り過ぎるまでの間に複数の音を聞かせることができる。こ
のスピーカシステム１を例えば駅の通路などに配置し、矢印Ａの方向へ電気製品の広告の
音声を放射し、矢印Ｂの方向へ電気店の広告の音声を放射すれば、電気製品に興味を持っ
た通行人Ｐを、その電気製品が販売されている電気店へ誘導することも可能となる。
【００３２】
（変形例）
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ことなく、他の様々な形態で実施可能である。例えば、上述の実施形態を以下のように変
形して本発明を実施してもよい。なお、上述した実施形態および以下の変形例は、各々を
組み合わせてもよい。
【００３３】
　上述した実施形態においては、保護部材６０の表面は無地となっているが、保護部材６
０の表面に図、絵、文字、写真などの像を印刷またはプロジェクターなどにより投影して
形成してもよい。また、このように保護部材６０に像を形成する場合、静電型スピーカ１
０が放射する音声に関係する絵、文章または写真などの像を形成してもよい。例えば、矢
印Ａ方向に電気製品の広告の音声を放射し、矢印Ｂ方向へ電気店の広告の音声を放射する
場合、広告に係る電気製品の写真を静電型スピーカ１０Ａの表面に印刷し、通路から電気
店への行き方の説明を静電型スピーカ１０Ｂの表面に印刷してもよい。この構成によれば
、音声に加えて印刷物でも広告を行えるため、より通行人Ｐの注意を広告に引きつけるこ
とができる。
【００３４】
　上述した実施形態においては、ユニット１００は壁Ｗに固定されているが、壁Ｗに固定
するのではなく、図１および図２に示した配置となるようにワイヤなどでユニット１００
を天井から吊してもよい。また、各ユニット１００は、ワイヤ等で吊すのではなく、図１
および図２に示した配置となるように天井に固定されていてもよい。また、壁Ｗに固定す
るのではなく、図１および図２に示した配置となるようにユニット１００を床に並べて配
置してもよく、床に並べる場合には壁Ｗから離れた位置に配置してもよい。
【００３５】
　また、上述した静電型スピーカ１０においては、保護部材６０は電極２０と同じ大きさ
となっているが、保護部材６０は第１部品１０１の表面全体を覆う構成であってもよい。
また、保護部材６０に印刷を行う場合、矢印Ａ方向に音を放射するユニット１００－１～
１００－４の静電型スピーカ１０Ａの各表面に対してそれぞれ同じ絵を印刷してもよく、
図９に示したように矢印Ａの延長線上から見てユニット１００－１～１００－４の静電型
スピーカ１０Ａの各表面に印刷された絵を合わせると一枚の絵となるようにしてもよい。
　また、上述した実施形態では、スピーカシステム１から放射する音の内容と保護部材６
０に印刷する内容は広告となっているが、それぞれ広告に限定されるものではなく、例え
ば、スピーカシステム１が設置されている施設の案内など他のコンテンツであってもよい
。
【００３６】
　上述した実施形態では、ユニット１００は、垂直方向から見て断面の形状が直角二等辺
三角形である管の形状となっているが、静電型スピーカ１０を備える第１部品１０１およ
び第２部品１０２を直角に組み合わせ、第３部品１０３を備えない構成としてもよい。図
１０は、この変形例に係るユニット１００の上面図である。第１部品１０１と第２部品１



(8) JP 5691673 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

０２の接合部分が通路側に突出するようにしてユニット１００を通路の壁Ｗに固定すれば
、上述した実施形態と同様に矢印Ａ方向に放射する音と矢印Ｂ方向へ放射する音を異なら
せることができる。
　なお、このようにユニット１００が第１部品１０１と第２部品１０２とで構成される場
合、第１部品１０１と第２部品１０２とを蝶番で一体化し、第１部品１０１と第２部品１
０２とがなす角度を調整できるようにしてもよい。また、第１部品１０１と第２部品１０
２とを角度をつけて接合する場合、図１１に示したように、接合部分を壁Ｗに固定する構
成としてもよい。この場合、第１部品１０１において壁Ｗとは反対側にある面に静電型ス
ピーカ１０Ａを配置し、第２部品１０２において壁Ｗとは反対側にある面に静電型スピー
カ１０Ｂを配置する。なお、この構成においては、第１部品１０１と第２部品１０２とを
、図１０に示したように通行人側に対して山としてもよく、図１１に示したように通行人
に対して谷としてもよい。この構成においても、上述した実施形態と同様に静電型スピー
カ１０Ａから放射される音の方向と、静電型スピーカ１０Ｂから放射される音の方向を異
ならせることができる。
【００３７】
　上述した実施形態では、ユニット１００の形状は、垂直方向から見て断面の形状が直角
二等辺三角形となっているが、断面の形状は直角二等辺三角形に限定されるものではなく
、正三角形、二等辺三角形、辺の長さが各々異なる不等辺三角形などであってもよい。例
えば、通行人Ｐから見て第１部品１０１の幅と第２部品１０２の横方向の幅は同じでなく
てもよい。図１２は、この変形例の一例に係るユニット１００を水平面と平行に切断した
時の断面を示した図である。図１２においては、第１部品１０１、第２部品１０２および
第３部品１０３の幅が各々異なり、第２部品１０２の幅が第１部品１０１の幅より広く、
断面形状が不等辺三角形になっている。
【００３８】
　また、静電型スピーカ１０から放射される音は平面波であるが、ユニット１００におい
て第１部品１０１と第２部品１０２のなす角度が９０°未満である場合、静電型スピーカ
１０から放射される平面波の放音領域に隣のユニット１００が位置しないように、隣り合
うユニット１００の間に隙間を設けてもよい。図１３は、この変形例に係るユニット１０
０の配置の位置関係を示した上面図である。この図においてユニット１００－１の静電型
スピーカ１０Ｂから放射された音は、平面波であるため、２本の一点鎖線で示した領域内
に放射される。このため、図１３に示したように、この２本の一点鎖線で示した領域内に
入らないように隣のユニット１００－２を配置する。この構成によれば、静電型スピーカ
１０から放射された音が隣り合うユニットに遮られることがない。なお、図１３の構成に
あっては、ユニット１００が設置されている壁においてユニット１００－１とユニット１
００－２の間に絵や写真などの画像（コンテンツ）があってもよい。なお、第１部品１０
１と第２部品１０２のなす角度が鈍角である場合には、隣り合うユニット１００の間に隙
間を設けず、各ユニットを連結して配置してもよい。
【００３９】
　本発明においては、静電型スピーカ１０Ａが配置される第１部品１０１と静電型スピー
カ１０Ｂが配置される第２部品１０２は、表から裏へ貫通する複数の孔を備える構成であ
ってもよい。また、第１部品１０１において静電型スピーカ１０Ａが取り付けられる面側
において、第１部品１０１と静電型スピーカ１０Ａとの間に空気の層ができるように凹み
を設けるようにしてもよい。
【００４０】
　上述した実施形態においては、ユニット１００－１～１００－６の各静電型スピーカ１
０Ｂには音響信号を供給せず、ユニット１００－１，１００－２の静電型スピーカ１０Ａ
に第１の音響信号を供給し、ユニット１００－３，１００－４の静電型スピーカ１０Ａに
第２の音響信号を供給し、ユニット１００－５，１００－６の静電型スピーカ１０Ａに第
３の音響信号を供給する構成としてもよい。この場合、スピーカシステム１に向かって右
側から第１の音響信号の音が聞こえるエリア、第２の音響信号の音が聞こえる２エリア、
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第３の音響信号の音が聞こえるエリアとなる。ここで、各音響信号の内容が各々異なる場
合、通行人Ｐはスピーカシステム１の前を通り過ぎる間に３種類の音を聞くことができる
。
【００４１】
　上述した実施形態においては、ユニット１００は、垂直方向から見て断面の形状が直角
二等辺三角形である管の形状となっているが、この断面の形状は三角形に限定されるもの
ではない。例えば、垂直方向から見て断面の形状は、図１４（ａ）に示した五角形、図１
４（ｂ）に示した六角形、または図１４（ｃ）に示した台形のように三角形以外の多角形
であってもよい。
　図１４（ａ）に示した構成の場合、第１部品１０１～第５部品１０５は、上記実施形態
の第１部品１０１と同じ構成の部材であり、第１部品１０１～第５部品１０５は、垂直方
向から見て五角形となるように接合されている。また、第３部品１０３の表面に静電型ス
ピーカ１０Ａが配置され、第４部品１０４の表面に静電型スピーカ１０Ｂが配置されてお
り、第１部品１０１が壁Ｗに固定される。
　図１４（ｂ）に示した構成の場合、第１部品１０１～第６部品１０６は、上記実施形態
の第１部品１０１と同じ構成の部材であり、第１部品１０１～第６部品１０６は、垂直方
向から見て六角形となるように接合されている。また、第３部品１０３の表面に静電型ス
ピーカ１０Ａが配置され、第５部品１０５の表面に静電型スピーカ１０Ｂが配置されてお
り、第１部品１０１が壁Ｗに固定される。なお、図１４（ｂ）に示した構成にあっては、
第４部品１０４の表面にも静電型スピーカ１０を配置するようにしてもよい。
　図１４（ｃ）に示した構成の場合、第１部品１０１～第４部品１０４は、上記実施形態
の第１部品１０１と同じ構成の部材であり、第１部品１０１～第４部品１０４は、垂直方
向から見て台形となるように接合されている。また、第２部品１０２の表面に静電型スピ
ーカ１０Ａが配置され、第４部品１０４の表面に静電型スピーカ１０Ｂが配置されており
、第１部品１０１が壁Ｗに固定される。なお、図１４（ｃ）に示した構成にあっては、第
３部品１０３の表面にも静電型スピーカ１０を配置するようにしてもよい。
　なお、図１４（ａ）～図１４（ｃ）の各変形例においては、第１部品１０１を備えない
構成であってもよい。
【００４２】
　また、本発明においては、ユニット１００は、図１５に示したように矩形のダンボール
に切り込みを入れた第１部品１０１と、同じく切り込みを入れた第２部品１０２が交差す
るように組み合わせ、第１部品１０１の表面に静電型スピーカ１０Ａを配置し、第２部品
１０２の表面に静電型スピーカ１０Ｂを配置してもよい。
【００４３】
　上述した実施形態や変形例においては、複数の板状の部品を接合してユニット１００が
構成され、複数のユニット１００を並べてスピーカシステム１が構成されているが、スピ
ーカシステム１の構成は、この構成に限定されるものではない。例えば、図１６に示した
ように矩形の板状の段ボールである部品１０７に山折りの折り目と谷折りの折り目を交互
に設け、各折り目の間に静電型スピーカ１０を配置し、この折り目で折ったスピーカシス
テム１を通路の壁Ｗに配置してもよい。
　また、矩形の板状の段ボールである部品１０７に山折りの折り目と谷折りの折り目を設
ける構成の場合、図１７（ａ）に示したように左右方向で山折り→山折り→谷折り→山折
り→山折り→谷折り→・・・、というように折り目を繰り返し設ける構成であってもよい
。この構成によれば、壁面Ｗに対して図１７（ｂ）に示したように静電型スピーカ１０を
配置することが可能であり、音の放射方向が複数あって放射方向毎に音の内容を異ならせ
ることができる。なお、図１７に示した構成にあっては、壁Ｗと平行となる静電型スピー
カ１０を設けないようにしてもよい。
　また、部品１０７に折り目を設ける場合に山折りの折り目を２つ設け、この折り目で折
って断面が三角形の管の形状を形成してもよい。この構成によれば、図２に示したユニッ
ト１００と同様に水平方向の断面が三角形の形状を形成することができる。また、部品１
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０７に山折りの折り目を５つ設けて断面が五角形の管の形状を形成してもよく、山折りの
折り目を６つ設けて断面が六角形の管の形状を形成してもよい。
　また、部品１０７において折り目に加えて切れ目を設け、部品１０７を立体的な形状に
し、その表面に静電型スピーカ１０を配置するようにしてもよい。
　なお、山折りと谷折りについては、折り目の先端が曲面となるように折ることにより、
部品１０７に山の形状と谷の形状が形成されるようにしてもよい。
【００４４】
　上述した実施形態においては、例えば、ユニット１００－１～１００－４の静電型スピ
ーカ１０Ａから放射される音の波面が合うように、各静電型スピーカ１０Ａに供給する音
響信号に各静電型スピーカ１０Ａの位置に応じたディレイをかけるようにしてもよい。具
体的には、アンプ部１３０に音響信号の遅延量を制御可能な遅延回路を設ける。また、ユ
ニット１００－４の静電型スピーカ１０Ａに供給する音響信号にはディレイをかけないよ
うにする。例えば第２部品１０２の幅をｄとした場合、ユニット１００－３の静電型スピ
ーカ１０に供給する音響信号には、ディレイタイムをΔｔ１とした場合、Δｔ１＝ｄ／ｃ
（ｃは音速）のディレイをかける。また、ユニット１００－２の静電型スピーカ１０に供
給する音響信号には、ディレイタイムをΔｔ２とした場合、Δｔ２＝２ｄ／ｃ（ｃは音速
）のディレイをかけ、ユニット１００－１の静電型スピーカ１０に供給する音響信号には
、ディレイタイムをΔｔ３とした場合、Δｔ３＝３ｄ／ｃ（ｃは音速）のディレイをかけ
る。この構成によれば、通行人Ｐにはあたかも一つの音源から放音されたように音が聞こ
え、各静電型スピーカ１０から放射された音のつながりに不連続さがなくなることとなる
。
【００４５】
　また、通行人Ｐの移動に伴って通行人Ｐの前に音像が移動するように、ユニット１００
－１～１００－４の静電型スピーカ１０Ａに供給する音に各静電型スピーカ１０の位置に
応じたディレイをかけるようにしてもよい。
　具体的には、第２部品１０２の幅をｄとした場合、まず、ユニット１００－２の静電型
スピーカ１０Ａに供給する音響信号にはディレイをかけないようにし、ユニット１００－
１の静電型スピーカ１０Ａに供給する音響信号には、ディレイタイムをΔｔとした場合、
Δｔ＝ｄ／ｃのディレイをかける。次に、一定時間が経過した後、ユニット１００－３の
静電型スピーカ１０Ａに供給する音響信号にはディレイをかけないようにし、ユニット１
００－２の静電型スピーカ１０Ａに供給する音響信号には、Δｔのディレイをかける。ま
た、さらに一定時間が経過した後、ユニット１００－４の静電型スピーカ１０Ａに供給す
る音響信号にはディレイをかけないようにし、ユニット１００－３の静電型スピーカ１０
Ａに供給する音響信号には、Δｔのディレイをかける。スピーカシステム１は、上記の処
理を周期的に行う。
　なお、音像を移動させる構成にあっては、ディレイタイムを０からΔｔまで連続的に変
化させる構成としてもよい。この場合、第１ステップとして、まずユニット１００－１～
１００－６についてディレイタイムを０とする。次に、第２ステップとして、ユニット１
００－２，１００－４の静電型スピーカ１０Ａについてはディレイタイムを０のままとし
、ユニット１００－１，１００－３の静電型スピーカ１０Ａに対してディレイタイムを０
からΔｔまで連続的に変化させる。ここで、０からΔｔまでの変化にかかる時間は、通行
人Ｐが一のユニットの前を通り過ぎるのにかかる時間か、この時間よりやや早い時間であ
るのが好ましい。この後、ユニット１００－１，１００－３の静電型スピーカ１０Ａにつ
いて、第１音響信号のディレイタイムがΔｔとなると、第３ステップとして、再度ユニッ
ト１００－１～１００－６についてディレイタイムを０とする。次に、第４ステップとし
て、ユニット１００－１，１００－３の静電型スピーカ１０Ａについてはディレイタイム
を０のままとし、ユニット１００－２，１００－４の静電型スピーカ１０Ａに対してディ
レイタイムを０からΔｔまで連続的に変化させる。ここでも、０からΔｔまでの変化にか
かる時間は、一のユニットの前を通り過ぎるのにかかる時間か、この時間よりやや早い時
間であるのが好ましい。このような第１ステップから第４ステップまでの処理を繰り返す
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ことにより、通行人Ｐにとっては、通行人Ｐの移動に伴って音像が移動しているように感
じられる。
【００４６】
　上述した実施形態では、スピーカシステム１は平坦な通路の壁Ｗに配置され、各ユニッ
ト１００は、壁Ｗに対して上下方向の位置が同じとなっているが、例えば、ユニット１０
０を階段やエスカレータのような床面の高さが異なる通路の壁に配置し、異なる高さの通
路に併せてユニット１００の上下方向の配置位置を異ならせてもよい。この構成によれば
、階段やエスカレータのような床面の高さが異なる通路でも、上り始めた時の位置と上り
終わりの位置とで異なる音を通行者に聞かせることができる。
　また、ユニット１００においては、第１部品１０１に一つの静電型スピーカ１０Ａが配
置され、第２部品１０２に一つの静電型スピーカ１０Ｂが配置されているが、この構成に
限定されるものではない。図１８は、本変形例に係るユニット１００の正面図である。こ
の図に示したように本変形例においては、第１部品１０１において静電型スピーカ１０Ａ
を上下に並べて２つ配置し、第２部品１０２において静電型スピーカ１０Ｂを上下に並べ
て２つ配置した構成となっている。ここで、ユニット１００の上下方向の中央より上にあ
る静電型スピーカ１０Ａに供給する音響信号と、上下方向の中央より下にある静電型スピ
ーカ１０Ａに供給する音響信号を異ならせれば、耳がユニット１００の中央より上に位置
する大人に対して放射する音と、耳がユニット１００の中央より上に位置する子供に対し
て放射する音とを異ならせることも可能となる。
　また、ユニット１００を取り付ける壁Ｗは、平坦な壁に限定されるものではなく壁面が
曲面の壁であってもよい。また、螺旋階段の壁面に沿ってユニット１００を配置してもよ
い。
【００４７】
　上述した実施形態では、ユニット１００の形状は管状であったが、ユニット１００の形
状は管状に限定されるものではなく、例えば錐体の形状であってもよい。図１９（ａ）は
、変形例に係るユニット２００の上面図、図１９（ｂ）は、このユニット２００の正面図
である。部品２０１～２０４は板状で直角二等辺三角形の形状をした段ボールである。ま
た、部品２０５は、板状で正方形の段ボールであり、ユニット２００の底面となる。また
、静電型スピーカ１０Ａ～１０Ｄは、上述した実施形態と同じ構成の静電型スピーカであ
り、形状が三角形となっている。なお、静電型スピーカ１０Ａ～１０Ｄの形状は、三角形
に限定されるものではなく矩形や五角形または六角形など他の多角形でもよく、また、円
形や楕円形など多角形以外の形状であってもよい。
　また、ユニット１００の形状は、錐体から、頂点を共有し相似に縮小した錐体を取り除
いた錐台の形状であってもよい。
【００４８】
　図２０は、ユニット２００を天井Ｃに一列に配置した状態を示した図である。なお、図
２０においては、各ユニットを区別できるように枝番を付してある。図２０に示した配置
において、ユニット２００－１～２００－４の静電型スピーカ１０Ａに第１音響信号を供
給し、ユニット２００－３～２００－６の静電型スピーカ１０Ｃには第１音響信号とは異
なる第２音響信号を供給する。すると、図２０中で矢印Ａで示したように静電型スピーカ
１０Ａの表面に下ろした垂線の方向へ第１音響信号に対応した音が放射される。これによ
り、例えば図２０においてスピーカシステム１の左右方向中央より右側にいる通行人Ｐに
は、ユニット２００－１～２００－４の静電型スピーカ１０Ａから放射された音が上方か
ら聞こえる。なお、ユニット２００－３～２００－６の静電型スピーカ１０Ｃには第２音
響信号が供給され、第２音響信号に対応した音が放射されているが、この音の放射方向は
矢印Ｂの方向であって通行人Ｐには届かないため、図２０の位置にいる通行人Ｐが第２音
響信号の音を聞くことはない。この後、通行人Ｐが左へ移動すると、通行人Ｐにはユニッ
ト２００－３～２００－６の静電型スピーカ１０Ｃから放射された音が上方から聞こえる
。
　また、図２０の構成にあっては、更に各ユニットの静電型スピーカ１０Ｂには第３音響
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これにより、通行人Ｐが静電型スピーカ１０Ｂの向いた方向に位置する場合には、ユニッ
ト２００－１～２００－６の静電型スピーカ１０Ｂから放射された音が上方から聞こえ、
通行人Ｐが静電型スピーカ１０Ｄの向いた方向に位置する場合には、ユニット２００－１
～２００－６の静電型スピーカ１０Ｄから放射された音が聞こえ、合わせて斜め上方の四
方向から音が聞こえることとなり、より多くの方向へ異なる複数の音を放射できる。なお
、ユニット２００は、複数行複数列で天井Ｃに配置してもよい。
【００４９】
　上述した実施形態においては、ユニット１００またはユニット２００が備えるスピーカ
は静電型スピーカであったが、本発明に係るスピーカは静電型スピーカに限定されるもの
ではなく、平面波を放射するスピーカであれば他の方式のスピーカであってもよい。
【００５０】
　上述した実施形態においては、ユニット１００－５の静電型スピーカ１０Ａにも第１音
響信号を供給し、ユニット１００－２の静電型スピーカ１０Ｂにも第２音響信号を供給す
るようにしてもよい。この構成によれば、図７と比較してエリアＡとエリアＢが拡がり、
エリアＡとエリアＢが重なる領域が広くなる。ここで通行人Ｐがスピーカシステム１に近
い位置でユニット１００－１からユニット１００－６の方向へ歩いた場合、通行人Ｐは、
まずエリアＡにおいて第１音響信号の音のみを聞き、次にエリアＡとエリアＢが重なる領
域で第１音響信号の音と第２音響信号の音を聞き、次にエリアＢにおいて第２音響信号の
音のみを聞くこととなる。また、通行人Ｐがスピーカシステム１から離れた位置でユニッ
ト１００－１からユニット１００－６の方向へ歩いた場合、通行人Ｐは、エリアＡとエリ
アＢが重なる領域には入らない。このため、通行人Ｐは、まずエリアＡにおいて第１音響
信号の音のみを聞く。次に、エリアＡとエリアＢから外れた位置においては第１音響信号
の音と第２音響信号の両方の音が聞こえず、エリアＢに入ると、第２音響信号の音のみを
聞くこととなる。
【００５１】
　上述した実施形態においては、各ユニットの静電型スピーカ１０Ａに第１音響信号を供
給し、各ユニットの静電型スピーカ１０Ｂに第２音響信号を供給してもよい。なお、この
構成においては、静電型スピーカ１０Ａの音量については、ユニット１００－１からユニ
ット１００－６に向かうにつれて音量が小さくなるようにし、静電型スピーカ１０Ｂの音
量については、ユニット１００－６からユニット１００－１に向かうにつれて音量が小さ
くなるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
１…スピーカシステム、１０，１０Ａ～１０Ｄ…静電型スピーカ、１１…振動体、２０，
２０Ｕ，２０Ｌ…電極、３０，３０Ｕ，３０Ｌ…弾性部材、６０，６０Ｕ，６０Ｌ…保護
部材、１００，１００－１～１００－６…ユニット、１０１…第１部品、１０２…第２部
品、１０３…第３部品、１０４…第４部品、１０５…第５部品、１０６…第６部品、１０
７…部品、１１０…変圧器、１２０…バイアス電源、１３０…アンプ部、２００，２００
－１～２００－６…ユニット
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