振動・騒音問題のもう 1 つの解決策

事例 1

快音設計の今日的展開
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はじめに
現在，自動車産業は電動化や自動運転，または

ブリッド車に関する，当社での最近の取組み事例
を紹介する。

エンジンサウンドの起振源と特徴

カーシェアリングに代表される MaaS（Mobility As
a Service）など，100 年に 1 度と呼ばれる大変革の

エンジンの稼働に伴い，エンジン本体や吸気

時代を迎えている。したがって，個人が保有し個

系・排気系などからさまざまな強制力がボデーへ

人が運転する自動車から，カーシェアリングや自

入力される。これらのうち特にエンジンサウンド

動 運 転 の 増 加 に よ り， 単 に 移 動 す る た め の

開発で活用するのは吸気音と排気音であり，エン

Mobility が増えていく。一方で自動車には，運転

ジン本体からの放射音とともに空気伝播音として

を楽しむ乗り物としての要求も依然として高い。

ボデーに伝わる。またエンジン本体の振動はエン

各社，その期待に応えるべく付加価値を付けたブ

ジンマウントを介してボデーに伝達し，パネルが

ランドの確立にも力を入れており，運転する楽し

発音することで音として伝わる（図 1）
。

さを演出するために人間の知覚に訴えかける快音
設計が重要となる。

吸気音

従来よりガソリン車の快音設計の方法として，

排気音

パワートレインからの音をコントロールする方法
が行われてきた。これは主に，吸気系や排気系の

車内音圧

ボデー

エンジン放射音

音を，アクセル操作，車両加速度などと連動させ
エンジンマウント
伝達力

る方法であり，これらのコンポーネントのハード
ウェア設計が重要であった。一方昨今は，電動車
のサウンドづくりも行われている。電動車の新た

図1

エンジンサウンドの伝達経路

な サ ウ ン ド の 演 出 で は，ASD（Active Sound
Design）と呼ばれる電子デバイスを用いる1）4）。こ

音の基本周波数はエンジン各気筒の爆発の周期

の方法は，ソフトウェアによるサウンド設計の自

である。4 サイクルエンジンの場合，1 気筒当り，

由度が増える一方で，人工的な音の違和感を払拭

クランク 2 回転に 1 回の爆発が生じるので，クラ

することが重要な技術となる。

ンク回転数（エンジン回転数）の 1/2 次を基準に，

本稿では，まず従来より用いられてきたガソリ

その 2 倍や 3 倍といった次数の音が発生する。た

ン車の快音設計のために目標となる考え方と，そ

とえば，4 気筒エンジンの場合，爆発の基本次数

の実現方法を説明する。次に，ガソリン車とハイ

は 2 次となり，6 気筒の場合は 3 次となり，それぞ
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1k

波の成分を持ち， エンジンノイズは 200Hz〜数

900

kHz の中〜高周波の成分を持つ13）15）。これら低中

800

周波の次数成分と中高周波のエンジンノイズが車

700

両のエンジンサウンドの周波数特性を決定づけて

600

いる。図 2 はエンジンサウンドをグラフ化した一

500

例を示す。グラフでは横軸にエンジン回転数，縦

400

軸に周波数を取り，色で音圧を表している。グラ

300

フ上で斜めに表れる線が次数成分であり，低周波

200

側で顕著に確認できる。

100
2000

n/rpm

3000

図2

5000

以上の次数，周波数に加えて，音の時間的変化

6000

や空間的な広がり感もエンジンサウンドを印象付

エンジンサウンドの例

ける因子となる。時間変化は車両運動と結びつい

れその整数倍の高次次数を含めた爆発次数が強制

て変化することが望ましく，たとえば巡航時には

力となる。

音圧を低く抑えつつ，加速時には車両の加速感と

エンジンサウンドは上記の爆発次数によりその

連動したエンジンサウンドを演出するなど，運転

基本的な音質が特徴づけられ，直列4気筒やV型6

状況に応じて変化する必要がある。また近年の燃

気筒などでサウンドの性質が異なる要因は主に爆

費向上要求の高まりの中で，効率の良い運転ポイ

発次数が異なるためである。また加えて同時に発

ントを選んで駆動できる無段変速機（CVT）の採用

生するハーフ次数と呼ばれるその他の次数の大き

が増えてきているが，CVT は車速に対して回転数

さにより音質は変化する

。例としてエグゾー

が連動して変化せず，車両の挙動に対するエンジ

ストマニホールドの各管長を同じ長さにすると，

ン音の時間変化に違和感を与える傾向にあり，燃

各排気行程での圧力脈動レベルが揃うため，爆発

費やドライバビリティーとのバランス取りが重要

次数が強調された音となり，逆に管長差を設ける

となっている。

5）11）

ことでハーフ次数が多い音となる。

エンジンサウンド目標設定と指標

次に低い音・高い音などの周波数の違いにより
音質は変化する。エンジン本体は燃焼圧とピスト
ンやクランクの打音など，さまざまな強制力を発
生させ

エンジンサウンドの目標設定に際して，まずは

，これらにより発生する音を一般にエ

開発車両のコンセプトを元にエンジンサウンドの

ンジンノイズと呼ぶ。発生した次数成分やエンジ

コンセプトを決める。サウンドは，「重厚感」「迫

ンノイズは，エンジン本体や吸気系・排気系およ

力感」「クリア感」といった評価因子を用いてサ

び車両ボデーの音響・振動特性により周波数特性

ウンドのコンセプトを表現し，一般的には車両が

が変化し，味付けされる。

スポーツ車や SUV（Sport Utility Vehicle）の場合は，

12）14）

「重厚感」「迫力感」のある音つくりを目指し，乗

次数成分の周波数は 500Hz 以下程度の低〜中周

用車では「クリア感」のある，スポーツ
車や SUV（Sport Utility Vehicle）の場合，

周波数バランス
着圧
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周波数
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低

高
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中

「重厚感」「迫力感」のある音をサウンド
リニアリティ

ラウンドネス

着圧
（dB）

エンジン回転数
（rpm）

エンジンサウンド目標

エンジン回転数
（rpm）

サウンドターゲット指標

ラフネス

コンセプトとするが多い。
次に，次数の構成や周波数特性・回転
数・車速に対する音圧変化のリニアリテ
ィなどの指標やラウドネス・ラフネスな
どの心理音響指標またはそれらを組み合
わせた指標値により特性を把握し，物理

機

械

設

計
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量に落とし込んでいく
（図 3）
。

エアクリーナー

特集

エアクリーナーホース

ここで次数構成は，爆発次数構成を整数次のみ
とするとクリア感のある澄んだ音になるが，ハー

エアクリーナー

フ次数も強調すると変動を感じる迫力のある重厚
な音となる。また周波数特性は，エンジンサウン
ドの低周波成分が大きく支配的となればパワフル
な音となり，中周波成分が強調されればスポーテ

インレットダクト

ィな印象となる。このようにサウンドコンセプト

図4

と合うように次数や周波数バランスなどの指標を

吸気システム

決定していく。

メインマフラー
サブマフラー

サウンド実現手段
図 1 の強制力の中でサウンド演出には特に吸気

触媒

音と排気音が多く用いられる5），12），15）。エンジンの
吸気行程や排気行程でそれぞれのバルブを開閉す

図5

排気システム

る際に，空気の流れを間欠的に止めるため，気体
の慣性による圧力変動が発生し，これが起振源と

車内側

なる。特に吸気音はその音量がアクセルペダルに
連動するスロットルバルブの開閉量により変化す
るため，ドライバーの走りたい気持ちと連動した
サウンドを実現することが可能である。しかし，
吸気では一般的に低回転で流速が低く，したがっ
て慣性力が小さいため，中・高回転でないと十分
な音量が得られない。排気は吸気のように音量を
コントロールすることが難しく停車時などで必要
以上に大音量となってしまう一方で，大きな慣性

吸気ホース

図6

サウンドジェネレータ

サウンドジェネレータ搭載

力により低回転から迫力のあるサウンドを発生さ

エンジン

せることができる。

ダンパー
ボデー
カバー

上記の吸気・排気の音源が，吸気系・排気系の
音響特性により味付けされる
（図4，図5）
。先述し
たようにインテークマニホールドとエグゾースト
マニホールドの各気筒管長により，爆発次数やハ

サウンドジェネレータ

ーフ次数の割合が決定される。次にインテークマ
ニホールドやエグゾーストマニホールドが集合し
た先のいわゆる，吸気ダクトや排気管の音響伝達

エアクリーナー

図7

吸気サウンドジェネレータ

特性（管長や径に加え，エアクリーナーとマフラ
ーの特性が加味される）により増幅される周波数

ドの音源として用いる5），12），13）。しかし，実際には

帯と音量が決まる。

スペースの設計自由度が限られており，所望の音

これら吸気系，排気系構造の適合をうまく行え

源を確保するにはさまざまな工夫が必要となる。

ば，エンジンサウンドに重要な次数成分と中周波

吸気音は慣性力が小さく所望の音量を確保する

数帯域の強調が可能となるため，積極的にサウン

ことが難しいことから，増幅装置としてサウンド
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