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巻頭言 

 

 本巻は、『岩崎純一全集』の第五十三巻を成し、岩崎の言語の著作物のうち、工学および

第二次産業（工業、建設、製造、公害）に関する述作を収める。 
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 第二編 二十歳～二十九歳 

 

  第一部 僕が歩けない場所 

 

2010 年 9 月 24 日 起筆、擱筆、公開 

 

最近、ますます有楽町、日比谷、二重橋前あたりの地上を歩きにくくなってきた。原因

の一つが、若者にしか聞こえないとされるモスキート音や、自動ドアや駐車場のセンサー

から鳴る超音波音だということは分かっている。 

このあたりを僕が歩くと、目（頭・体）の中に青紫色、青緑色、赤茶色、桃色などが浮

かぶのだが、このうち赤茶色が浮かぶ範囲とモスキート音や超音波音が鳴っている範囲と

が大体一致している。通ると頭痛がするし、視界がおかしくなって閃輝暗点が出てしまう。 

（ザ・ペニンシュラ東京、新有楽町ビル、帝国劇場、新東京ビルヂング、丸の内ブリック

スクエア、このあたりの駐車場入り口付近はほぼ全滅。東京国際フォーラム、丸の内ビル

ディング、東京駅前あたりは大丈夫。） 

つまりは、僕の耳にはほとんどのモスキート音が「聴力」で聞こえていて、それをさら

に「共感覚」で色覚としても察知しているが、中には聴力で聞こえていないのに共感覚で

見えている或る超音波の音域（色域）があるということだと思う。 

言い換えると、僕にとっては、どういう科学技術が人体に悪影響を及ぼしているかを察

知するときに、自分の聴力や視力よりも共感覚のほうが信用に足ることがあるということ

になる。多分、今後年を重ねて五感が衰えていくほど、共感覚の信用度は上がると思う。 

ただ、青紫色、青緑色、桃色などが何を意味するのかは、まだ探究中である。青紫色は、

銀座一丁目駅の上空から始まって、皇居外苑に入りかけて、桜田門の上空に抜けている奇

妙な帯なので、よくわからない。 

（有楽町線の一部が日比谷濠の底を突っ切っているので、僕が濠の水全体の微細振動を察

知して、上空に色を見ているのかと思ったが、やはり違うようだ。） 

おそらくは、いわゆる「普通の五感」を持つ成人男性にとっては、モスキート音や超音

波と、電磁波（可視光線、電波、マイクロ波、Ｘ線など）や化学物質は、自己（主体）の

外側に定立している別個の概念であるのだが、僕にとっては、それらが全部「色覚」や「触

覚」であることがあり、またそれらは、科学用語とはほぼ無関係に、自分が人間として生

まれ持った身体の感覚だけを参照して得たもので、しかも一般の成人男性よりも得ている

情報量が多いと思う。 

このまま行くと、僕とて聴力は人並みに衰えていくのに、共感覚はあまり衰えないのだ

から、結局は得ている情報量が少年期の頃（や動物）と変わらないということになると思

う。一般的には、「聴力（鼓膜・骨伝導）の衰え＝聞こえていない（見えていない、知覚し
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ていない）」という方程式が成り立つのだから、モスキート音や超音波の技術はどんどん加

速していくと思う。 

あるいは、モスキート音・超音波発生機器メーカーにそのような感覚を持った人が一人

もいないと、自分たちの技術が加速しているかどうか、自分たちが作った機器からどんな

音や色が出ているか、といったこと自体を、ネズミを使った実験などを介さない限り、認

識できないことになる。 

モスキート音・超音波発生機器のような技術は、「人間の知覚の衰退」と、「人間の心が

持つ蓋然性」によって進歩している。つまり、「私たちには聞こえないが、」「子どもや若者

には聞こえるだろう」、あるいは「私たちには聞こえないのだから、」「私たちの技術は他の

人にも迷惑をかけず、社会に恩恵を与えるだろう」といった文脈から、こういった技術は

始まる。 

前者は「知覚の衰退」、後者は「蓋然性」である。蓋然性が操る対象は科学であっても、

蓋然性自体は科学ではあり得ない。同じ情報を得るのに、どれだけの人工的な技術が必要

かは、人によって違う。同じ種の中でこれだけ知覚のあり方が異なるのは、人類しかいな

いのだろう。 

最近は、最寄りのスーパーマーケットの天井にも、防犯用らしき機器が設置されて、そ

こから出る超音波に耐えられず、ほとんど店内に入れなくなり、人に買ってきてもらうよ

うになってしまった。ほとんどの場合、耳で聞こえるが、聞こえない帯域も僕の目（皮膚）

には色らしきもので見えるので、店内に立体図を描くことができる。菓子売り場の上方か

ら醤油売り場の下方に向かって斜面になっている、などである。そこさえ避ければ何とか

なるが、かなり苦痛である。 

他にも、僕には「通れない交差点」というのが数か所あって、そこは避けて通っている。 

子どもやペットの動物だけが超音波に反応し、親や飼い主は平気で歩いている光景を、

よく見かける。しかし、考えてみると、そのような親や飼い主は、子どもやペットの動物

が反応していること自体に反応しない（気づかない）ということなのだと思う。 

（有楽町あたりを歩いてみた方で、僕と同じ範囲に何かが見える方がいらっしゃいました

ら、教えて下さい。） 

 

 

第二部 超音波を感知する共感覚についての考察 

 

 2010 年 9 月 27 日 起筆、擱筆、公開 

 

前回のモスキート音について、一般の読者の方々にもわかりやすいように、「一般的な音

波の知見」を踏まえながら、それと「僕の超音波察知の共感覚」との比較から得られる結

論をメモしておきます。 
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【A】「一般的な音波の知見」 

 

■まず、人間の可聴音域について。 

 

●平均して 20Hz～20000Hz であり、年を重ねるにつれて特に高音域が衰え、20Hz～

6000Hzほどに縮まるが、これだけ聞こえれば人との会話に困ることはない。 

●20000Hzよりも高い音波（弾性波）を超音波・高周波、20Hzよりも低い音波（弾性波）

を低周波と言う。可聴範囲を「超えている」という意味では、低周波も超音波だが、普通

は高周波だけを超音波と言う。 

●胎児・嬰児・幼児には、20Hz～50000Hzが聴覚で聞こえるとされる。骨伝導（耳の後ろ

の骨で聞く）などによれば、成人でも聞こえる人がいる。 

●音圧と周波数の関係は、等ラウドネス曲線（以下の画像）に従う。つまり、超高音・超

低音ほど、聞こえるためには大音圧を要する。特に超高音域においては、計算上、人間の

聴覚で知覚するには無限大の音圧を要するようになる限界が存在する。 

等ラウドネス曲線 

 

■次に、国語辞典の超音波の定義。 

 

●広辞苑・・・振動数が毎秒 2 万ヘルツ以上で定常音として耳に感じない音。 

●大辞林・・・振動数が 1 万 6 千 Hz 以上で、人間の耳に感じない音波。現在では高い周

波数をもつ各種の弾性波をいう。 

●大辞泉・・・振動数が毎秒 2 万以上、周波数 16 キロヘルツ以上で、人間の耳には音とし

て感じられない音波。 

★広辞苑では、振動数を厳しく設定している。 

★大辞林では、音波が弾性波であることを強調している。（難解な話になりますが、これは

すなわち、媒質の粒子の密度の変化を伝播させる疎密波である縦波だけでなく、固体中を

伝播するねじれ波である横波も音波だということを、「音波は空中を伝わって聞こえてくる」

という一般の人々の勘違いや通念を先回りして、ことさら強調したものと思われます。） 

★大辞泉では、振動数と周波数の概念を厳密に区別している。（この 4000Hz の差異は、力

学的現象としての振動数と電気振動としての周波数とをことさらに区別した結果である可

能性もあります。例えば、周波数 18000Hz が知覚できなくとも、振動数 18000Hz が知覚

できる場合はあるため、振動数を高く設定しなければ、「超」音波という呼称はおかしくな

るからです。） 

★全体として、現行の国語辞典の超音波の定義には、それほど目を見張るべきところはな

いが、誤謬もなく無難に書いてあるとも言える。 
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■次に、日本工業規格（JIS）による超音波の定義。 

 

●正常な聴力を持つ人に聴感覚を生じないほど周波数（振動数）が高い音波（弾性波） 

★何を言っているのかよくわからない定義。「正常な聴力」「生じないほど高い」のところ

が曖昧すぎる。 

 

■次に、ネズミ駆除業者などの超音波（モスキート音）発生装置製造業者による超音波の

説明。 

 

●一般的に 15KHz（キロヘルツ）以上の人間に聞こえない音を『超音波』と呼び、ねずみ

は人間の約 20 倍の『超音波』を感じると言われています。 

●16KHz を超える音は「超音波」と呼ばれ、人間には聞こえないため、人体に影響はあり

ません。 

●「超音波」とは、15000Hz 以上の音波を言い、人間には聞こえません。 

★ここからわかることは、ネズミ駆除業者が設定している人間の可聴音域が異常に狭いこ

とである。売り上げの拡大や人体への無影響の主張などの事情のためかもしれないが、い

ずれにせよ、多少なりとも「15000Hz 以上の音は人間には聞こえないことにしよう」とい

う、同業者間の作為的な了解があることは伺われる。 

 

★市販の国語辞典のほうが、日本工業規格や業者よりも正確なことを述べているという現

状がある。まさかふざけているわけではないだろうが、そう思ってしまうほど、後者らの

言っていることは甘すぎる。物理学・音声学的に見ても、不適切なことばかり。 

 

 

【B】「僕の超音波察知の共感覚」 

 

■僕の音波察知の聴覚の現状。 

 

●いわゆる五感の聴覚で問題なく聞こえるのは 20Hz～19000Hz で、平均的な同世代男性

よりは聴力がよい。（電車の中で耳に付けて聞くような携帯型音声機器を所有した経験もな

い。） 

●僕の聴覚も等ラウドネス曲線に従う。 

 

■次に、僕の音波察知の共感覚の現状。 
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●共感覚によって色覚・形状覚・触覚・嗅覚などとして知覚できる音波の帯域は、わかっ

ている限りで以下の範囲。つまり、低周波と高周波では、「音波」とは言えず「弾性波」と

名付けたほうがよいことになる。（「弾性波」に対する「音波」の関係は、「電磁波」に対す

る「光（可視光）」の関係に同じ。） 

低周波・・・10Hz～20Hz（聴覚だけが抜け落ちる。） 

中間・・・20Hz～20000Hz（いわゆる一般の人々の可聴音域で、僕の場合、聴覚で聞こえ

ると共に、必ず色覚などでも見える） 

高周波・・・20000Hz～100000Hz（聴覚だけが抜け落ちる。） 

 

（子どもなら、100000Hz あたりの弾性波にも比較的簡単に反応を見せる場合がある。それ

を考えても、「人間の体には、元々、あらゆる弾性波を知覚する能力が備わっていて、その

うち 20Hz～20000Hz の部分にだけ、独立した聴覚が立ち上がってくるのだが、僕の場合

は、その立ち上がりが自分でも明確に確認できず、独立した聴覚というものが定義できな

い」という表現が実感に合っている。） 

 

●僕の共感覚で見る（触る・嗅ぐ）音波（弾性波）の大きさ（色覚・形状覚・触覚・嗅覚

などの強さ）は、等ラウドネス曲線に従わない。（200 デシベルもの 50000Hz の音が弱い

茜色で、100 デシベルにすぎない 100000Hzの音が強い青緑色である場合がある、など） 

●いわゆる若者にしか聞こえないモスキート音は必ず聞こえると共に、聞こえることを業

者側が全く想定していないと思われる音域も色覚や触覚で知覚する。上空などに見えた、

超音波の影響のある空間の様子を、立体図に描ける。 

●コウモリの発する超音波などは、「聴覚では聞こえないのに色覚で見える場合がある」と

いう状況であるため、「頭にキンキン響いて痛い」というよりは、「上空に点滅して見えて

鬱陶しいな」「しかし、コウモリも頑張っているんだな」という感慨が付帯する。 

●その他、前回（9/24）の記事の通り。 

 

 

【結論】 

 

超音波を共感覚で感知できる僕は、とりあえず次の二つのこと（★）に注意しなければ

ならない。 

 

★一般の多くの人が知覚できない超高周波数の弾性波を、自分は共感覚で感知できること

は確かだが、 

★そもそも、モスキート音技術などを推進する業者側が設定している超音波の定義が甘す

ぎるため、街中にあふれる超音波に苦しんでいる人は、僕のような共感覚者以外にも、共
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感覚を持たないのに聴覚が鋭い人の中にかなりいる可能性がある。 

 

●つまりは、独立した聴覚のみで聞こえるモスキート音や超高周波音を排除してみて、そ

れでもなお僕に色覚や嗅覚で察知できる弾性波こそが、「一般の人々には知覚できないのに

僕には知覚できる弾性波の範疇である」と言えることになる。 

例えば、ある業者のサイトには、19000Hz の音をおよそ 130dB で鳴らしていると書いて

あったが、これは、僕にとって聴覚でも共感覚（色覚）でも感じる音域であると同時に、

一般の人々にとっても聴覚で聞こえる音域であるから、僕はこの不快感を、聴覚が鋭い人

とは共有していると思われる。 

 

 

第三部 スーパーマーケットの超音波 vs 僕 

 

 2011 年 1 月 31 日 起筆、擱筆、公開 

 

 

 

 以前、超音波発生装置について書いたのだが（以下の記事参照）、ついに昨日、そのスー

パーマーケットに入店さえできなくなった。冗談だと思われそうで嫌だけれども、入口の

ドアをたった一歩入ったところでギブアップ。 

 イチゴ（この日だけ安売り）を買おうとして、入口を入りかけたら、すぐに頭と体に不

調をきたして、あえなく入店できず。最近は、すでに別のスーパーを見つけて、そこで買

い物をしているので、食料品には困らないのだが。 

 いつも声をかけてくれる、人の良いレジのおばさんに、「最近、このスーパーの天井と壁

に取り付けた機器のメーカーと機種名を店長さんに聞いてきてよ」と言おうとしたが、そ

のおばさんにも辿り着けずに終わって、苦笑した。おばさんが店の外にいるときを見計ら
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って尋ねるしかない。 

 それとも、店に直接投書でも出そうか、とも思う。そのほうが勉強・研究にもなる気が

した。むしろ、これから生活に密着した共感覚の探究をやっていくなら、こういう投書こ

そ、堂々と出すべきかもしれない。 

 もちろん、レジのおばさんたちは一生懸命だから、こういう問題はなかなか公言できな

いのだが、私の場合は、このスーパーの入口を入ったところで吐き気がするのである。 

 自動ドア・防犯・ネズミよけ・ネコよけ・ゴキブリよけ・駐車場の入口などに使われる

超音波発生装置の音波としての波動がどのようなものかと言うと、よく海で溺れた人が必

死で泳いでもがいて、それでもなかなか船に辿り着けないというあの状況が、空気中で再

現されている感覚である。 

 商品に手を伸ばそうとしても成し遂げられず、頭と胸のあたりが悲劇的な不快感に陥る。

しかも、僕の場合、それが共感覚を使って「色」で見えるのだから、困るのである。この

気分の悪さは長く持続するので、生活にも影響する。 

 もし僕以外にも僕ほどに超音波感知共感覚を持っている消費者がいたら（いるだろうが）、

確実に売上に影響を及ぼしているはずで、店としても困るはずなのだ。今回のように、客

が気づいて店長・店員が気づいていない場合、こうして知らず知らずのうちに客が去って

いくのであった・・・。 

 何でもかんでも横着して、無人デジタル方式任せの社会にするのではなくて、ネズミ除

去くらい、誰か勇気ある男性店員がしっぽをつまんで放り投げて逃がしてあげたらいいだ

ろうとは思う。 

（そんなことを言ったら、「衛生上問題がある」というのが世論かもしれないが、そもそも

人間が土や動植物に触れなくなったことも、ある意味では不衛生だと思ってしまう。） 

 ところで、ネズミのしっぽを追いかけてつまむ遊びは、僕が少年期にやっていたことで、

おかげさまで今でもネズミとは友達である。 

 それにしても、人員削減や防犯のために店側が設置した機器類が、客の外界知覚に悪影

響を与えて売上・消費が鈍化する、などという研究は、多分誰もやったことのない研究か

もしれないので、お金のある研究者にやってほしい。僕にとっては、ずっと以前から抱え

ている問題点と言うのか、視点なのである。 

 

（参考記事） 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在は『全集』に収録。） 

 

僕が歩けない場所 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/40907339.html 

 

超音波を感知する共感覚についての考察 
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https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/40961480.html 

 

 

  第四部 超音波知覚者コミュニティ東京 

 

第一章 超音波知覚者コミュニティ東京 

The Community of Perceivers with Ultrasonic Auditory or Synaesthetic 

Abilities in Tokyo 

（COPULASA-Tokyo, コピュラーサ東京） 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 9 月 28 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

コミュニティ紹介 

 

 当コミュニティは、動物駆除効果を謳う装置や自動ドアセンサー、駐車場のパーキング・

メーター、自動車の超音波センサーなどから発生している人工超音波が聴覚・五感や共感

覚で体感できてしまい不快感を覚えている鋭敏な人々が、お互いに報告・協力し合うコミ

ュニティです。 

 若者撃退・治安対策などを名目として設置されているモスキートなどの機器（元より可

聴音として聴かせることが目的の音響機器）のみならず、むしろさらに高い音域の超高周

波・超音波を発する機器（人間に聴こえないことを前提して製造・輸入・販売・設置され

ている音響目的外の機器）を中心に扱っています。 

 代表の私（岩崎純一）は、20kHz を超える超音波を聴覚・身体感覚・共感覚で知覚して

おり、報告マップを作成し、コウモリの超音波の研究者などと共に超音波装置の存在を検

証しています。メンバー募集中ですが、学術的に妥当でない主張をする人物や団体の参加

は拒否します。 

 ただし、コミュニティと言いつつ、ほぼ毎回「どなたか一人か二人と代表者の私（岩崎）」

の二・三人程度での散策活動になっています。コミュニティとこのサイトは岩崎の私費で

運営しておりますが、外部の方がご提供下さった情報も許可を得て掲載している場合がご

ざいます。 

（当団体は、あくまで東京都民を中心とする任意学術団体・サークルであり、公正取引委



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

11 

 

員会・消費者庁・東京都・東京都の各自治体とは関係がございません。） 

「超音波知覚者コミュニティ」は、2013 年 4 月より「超音波知覚者コミュニティ東京」に

改称しました。（都心部における超音波探索に重点を置くため。） 

 

【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団体

と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症や

妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

●このコミュニティにご関心を持たれた方は、まず統合失調症や妄想性障害という精神疾

患の既往歴・現病歴がないかどうかを確認して下さい。ある場合は、このコミュニティに

ご参加いただけません。治療に専念されることを強くお勧め致します。 

 

●このコミュニティは、元より電磁波ではなく超音波を扱う学術コミュニティであり、疑

似科学やテクノロジー犯罪被害を扱う場でもございません。このコミュニティおよび岩崎

純一のウェブサイトにリンクを貼っていらっしゃる一切の疑似科学団体やテクノロジー犯

罪被害者団体とは関係がございません。 

 

 このコミュニティは、これらの団体が主張する一般国民をターゲットとするテクノロジ

ー犯罪のほとんどが存在しないという立場であり、また実際のところ、テクノロジー犯罪

被害を主張する多くの方々が、統合失調症や妄想性障害であると診断されています。 

（ただし、ブログ記事「米国の諜報活動（米軍・NSA・CIA などの通信監視計画「PRISM」

を例に）」で紹介したような、実在が内部告発されたことを機に日本でも NHK などによる

報道で言及された既存の諜報活動は除きます。） 

 

●以下のブログ記事もご参照下さい。 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在は『全集』に収録。） 

★疑似科学にまつわる懸念 ― 疑似科学ではない超音波知覚と疑似科学である動物駆除

超音波装置を例に ― 

★超音波知覚やモスキート音知覚に関するリンクのメモ（ネット上の相談やまとめ、超音

波発生装置に害虫除け効果が認められないことを検証した科学実験など） 

 

●東京近辺でモスキート音が聞こえる場所（NAVER まとめ）にて当コミュニティが紹介さ

れています。（現在、リンク切れ） 

 

 

第二章 代表者岩崎純一の超音波知覚 
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 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 3 月 13 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

検証実験の提案 

 

    代表者岩崎純一の超音波知覚（聴覚、身体感覚、共感覚による）、および、この知覚に

より日常生活で得をすることと困ることの紹介 1（文章での解説） 

    代表者岩崎純一の超音波知覚（聴覚、身体感覚、共感覚による）、および、この知覚に

より日常生活で得をすることと困ることの紹介 2（音域表、画像） 

 

代表者岩崎純一の超音波知覚（聴覚、身体感覚、共感覚による）、および、この知覚により

日常生活で得をすることと困ることの紹介 1（文章での解説） 

 

＊ 超音波を聴覚で聴き取れるほか、身体感覚・共感覚その他の様々な感覚でも音波・超

音波をとらえることができ、かつその物理的実体が音波・超音波であることを知っている。

さらにこのことは、コウモリの生態や超音波の研究家で超音波フィールドワーク同行者の

宮本拓海氏（東京コウモリ探検隊！などの隊長）やコミュニティのメンバーらに共有され

ている。 

（すなわち、超音波が聴こえていながらこれを電磁波であると主張したり、超音波が聴こ

えていないにもかかわらず聴こえていると主張したりしていない。） 

 共感覚とは、音波を視覚でとらえたり可視光・電磁波を聴覚でとらえたりする特殊な人々

の知覚様態を言い（れっきとした神経科学・生理学・心理学用語であり、海外を中心に広

く検証済み）、岩崎が超音波を共感覚でとらえる場合も、視覚・嗅覚・触覚などでとらえて

いる。 

 

◆知覚・共感覚のページ 

◆知覚・共感覚に関する拙著（電子書籍版あり） 

 

＊ 超音波装置から発せられる大音圧の人工超音波については、もっぱら不快感しか覚え

ない。 
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＊ 超音波を知覚しているのみならず、シー・アイ・シー社製やイカリ消毒社製の超音波

式ネズミ防除装置などをメーカーごとに聴き分けている。また、ネズミ防除装置、ネコ防

除装置、自動車の超音波センサーやブレーキ音、自転車のブレーキ音、一部のコウモリな

どの動物の超音波も、波長・波形・音圧などで聴き分けている。 

 

＊ 天井裏に隠れていて目視できない超音波装置からの超音波も感知できており、バット

ディテクター（コウモリ探知機）とほぼ同時に反応・報告できている。 

 

＊ 超音波知覚者コミュニティ東京としての超音波散策へのこれまでの参加者の中でも、

特にいちじるしい超音波知覚を有していると考えられる。 

 

＊ 多くのバットディテクターが、「狭く鋭い」ヘテロダイン式であり、特定の周波数に特

化している一方、岩崎の超音波知覚は、いわば「浅く広い」フリークエンシイー・ディビ

ジョン式のバットディテクターであると言え、広い周波数帯域の超音波の全体像をとらえ

る傾向にある。 

 

＊ 聴覚のみの特徴を取り出したならば、当然ながら人類（ホモ・サピエンス）一般の聴

覚性能に一致するし、それ以上でも以下でもない。 

（ホイヘンス＝フレネルの原理や等ラウドネス曲線から逸脱する聴覚性能を有しない。地

球の裏側で鳴っている超音波が聴こえたり、日常的にコウモリと対話しているなどの、巷

で見られる虚偽の報告や擬似科学を全て排除したところに残る知覚能力しか持ち合わせて

いないし、そのような知覚能力しかここでは議論の対象としない。） 

 

＊ 聴覚以外の身体感覚や共感覚による音波・超音波感知能力については、いずれ科学的

に解明されると考えられるが、現在のところ、未解明な点が多い。 

 ただし、そもそも聴覚とは、音波が粗密波としての縦波・弾性波である点において、い

わば圧覚・触覚の一種であり（鼓膜や耳小骨、聴神経が音波に最も敏感な機構を有する器

官であるということにすぎず）、身体感覚（皮膚感覚など）や共感覚（視覚による音波感覚

など）で音波を「聴く」・「見る」・「知覚する」ことは、十分に考えられることである。 

 

＊ 聴覚過敏などの知覚過敏の原因となりやすい視覚障害、学習障害、発達障害、知的障

害、統合失調症、解離性障害などのいずれの身体障害や精神疾患の保持・罹患も観察され

ない。どの学者・研究者・医師からも、「生得的にも後天的にも定型発達者・健常者が持ち

うる最大限の動物的能力を持っているとしか言えない」などとのみコメントを受けている。 

 知覚過敏を引き起こす薬物などの摂取も一切ない。 
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■【超音波知覚を持っていて得をすること】 

 

▼稀に、超音波が聴覚で聴こえていないか、身体感覚や共感覚で知覚している自覚もない

にもかかわらず、決まって数分後に頭痛や平衡感覚の異常を訴える人もいる。 

 私がそのような人と同行している場合、私が聴覚・身体感覚・共感覚その他の様々な感

覚により、装置の設置場所で即座に超音波をとらえて報告することにより、その人の直後

の頭痛などを防ぐことができる。 

 これについては、すでに実践し、有意な効果が出ている。 

 

▼コウモリやイルカなどの動物が発する超音波については、これを「言語」と見なしたと

きに彼らが同じ動物種間で「何を伝達し合っているか」は全く分からないが、動物が発す

る超音波そのものは前述の各種感覚でとらえることができる時がある。 

 もし私が、コウモリやイルカの超音波などを聴覚・身体感覚・共感覚で分析し、コウモ

リどうしやイルカどうしの伝達内容を解読できれば、動物やヒトの生態の知見も一層進む

ものと考えられる。 

（彼ら動物が、どのようにして地震の前兆をとらえ、前もって行動を変えているかが分か

る可能性がある、など。） 

 ただし、動物心理学や地震予知学がほとんど信用されていない日本においては、極めて

実現が困難であると考えている。 

 

▼あえて非科学的なフレーズで本音を述べるならば、「超音波や超高周波音ならばまだしも、

比較的低い音域の高周波が街の至る所で鳴っていることにさえ気づかない大勢の人々の鈍

感さが滑稽で信じがたく、ある意味で私は、それらの人々には聴こえない世界を存分に楽

しんでいるのかもしれない」と感じている。 

 ただし、ここでの滑稽さとは、他の動物に対する（私を含む）現代の人類の知覚の矮小

さに私が見ている壮大な滑稽さであり、周囲の人々に対する私の見下しなどではないとも

感じる。 

 

■【超音波知覚を持っていて困ること】 

 

＊ 超音波装置から発せられる大音圧の人工超音波による不快感により、私の日常生活に

おいて以下のような実害・困ることが発生している。 

 

▼同じ目的地に移動するにも、超音波装置を迂回し、最短時間や最小運賃を犠牲にするこ

とがあるため、様々な自己負担分が増加する。 
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▼私生活における移動（買い物・外食など）においても、勤務時間における移動（会議会

場への往復など）においても、超音波装置を迂回するルートを調査・確保している。装置

の存在を知らない初回は致し方ないが、二回目以降は、マップなどで迂回ルートを探し、

所持している。 

 

▼特に動物防除装置は、デパートやスーパーの食料品売場やレストラン街の出入口に設置

されることが多いため、聴覚や共感覚の遮断無くしては入ること自体が困難または不可能

であるエリアが、フィールドワークで調査した西武池袋本店や ISP（池袋ショッピングパー

ク）などの各フロアのように、東京都内に多く存在する。 

 

▼知人との食事場所の予約を考える際にも、私自身が滞在できる場所でなければならない

ため、予約そのものが困難であり、予約はほとんどしない。予約する場合には、場所を外

から観察するだけでなく、中に入って超音波の伝播状況と超音波装置の設置状況を観察す

る必要がある。 

 

▼同様の行動を外勤での重要な会議の会場などでとった場合、下手をすれば社会的信用を

失う。 

 例えば、「私には超音波が知覚できており、この会議室には超音波式ネコよけ装置が設置

されていて不快であり、頭痛がするため、出席を辞退する」などという理由が通用するは

ずがない。極めて物理学的・知覚心理学的に高度で正当な内容が、極めて滑稽な笑い話に

聞こえてしまう良い例である。 

 堂々とこのような発言をして失敗した過去が何度かあり、こういった現状におけるスト

レスの増大が、私にとって、社会で生きていく上で決定的な致命傷となっている。 

 

▼このような、知人や同僚・仕事のパートナーとの親睦や相互理解の機会の逸失による社

会的・心理的ストレスの増大への不安や、感覚的かつ知的な会話を我慢することによる感

覚的欲求かつ知的欲求の持て余しへの不満が、生きている中で常にある。このストレスは、

超音波そのものの不快感よりも大きい。 

 これらの社会的・心理的ストレスに比べれば、超音波そのものの不快感によるストレス

については、非常に高いストレス耐性や危機回避意識によって抑制可能であると自覚して

いる。ただし今後は、超音波装置の急増の現状に鑑みれば、安堵はできない状況であると

言える。 

 

代表者岩崎純一の超音波知覚（聴覚、身体感覚、共感覚による）、および、この知覚により

日常生活で得をすることと困ることの紹介 2（音域表、画像） 

 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

16 

 

（共感覚記憶データベースにも掲載。） 

 

●音域表と聴覚・共感覚（PDF） 

音域表と聴覚・共感覚 

●共感覚立体画像 (5) 「音階についての共感覚」（ブログ記事） 

音階についての共感覚 

 

●音階についての共感覚（当サイト内の動画） 

音階についての共感覚 

 

●音階についての共感覚（YouTube 動画） 

 

◆代表者岩崎純一による過去の報告 

●僕が歩けない場所 

●超音波を感知する共感覚についての考察 

●スーパーマーケットの超音波 vs 僕 

 

 

第三章 報告者、注意事項、最低限の物理学的知識の学習のお願い、ご報告先など 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 9 月 28 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

    超音波スポットの報告者、超音波情報の提供者の一覧 

    ご報告者への注意事項「やっていいこと、やってはならないこと」 

    最低限の物理学的知識の学習のお願い 

    心地よい超音波と不快な超音波 

    ご報告先（超音波スポットのご報告、超音波情報のご提供） 

 

超音波スポットの報告者、超音波情報の提供者の一覧 

 

◆代表：岩崎純一 
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◆都内超音波スポット報告マップ共同編集者： 

 

 以下の報告者のうち、代表者と面識のある方を中心に共同編集を許可しています。 

 

◆超音波スポットのご報告者、超音波情報のご提供者（超音波知覚者）： 

 

 岩崎純一、岡蝶子様、在原業平橋様、雪実少納言様、ポチ子様、koro 様、pichiki 様、香

織様、深田綾乃様、樋川夜涼様、にょこ様、よっすう様、はるちゃん様、Yuka 様、鈴木裕

貴様、tona 様、明智美澪様、ミミ様 

 

（虚偽スポットの報告や虚偽情報の提供などの不正行為、統合失調症などによる妄想型の

主張の混入を防ぐため、一度でも正確妥当なご報告や情報を下さった方のニックネームま

たはご本名は全員掲載させていただきます。ただし、ここに記載させていただいた皆様も、

最低限の物理学的知識の学習のお願いや注意勧告を熟読され、学術的に正確妥当な姿勢の

維持に努めて下さいますようお願い申し上げます。） 

 

●tona 様による超音波装置スポット報告マップのご紹介 

https://ameblo.jp/tonajon/entry-12250211753.html 

 

◆超音波スポットのご報告者、超音波情報のご提供者（バットディテクターなどを用いた

測定結果・情報のご提供）： 

 

 宮本拓海氏（東京タヌキ探検隊！・東京コウモリ探検隊！隊長、「いきもの通信」発行者） 

 

※ 宮本氏からの情報は、コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超

音波知覚の検証にまとめています。 

 

◆関連サークル： 

 

 ●共感覚自然感知研究会：当コミュニティとの掛け持ちメンバーあり。閉鎖されました。 

 ・・・mixi ページ 

 ・・・mixi コミュニティ 

 

 ●日本共感覚協会（http://synn-japan.candypop.jp/）：東京大学大学院内。当コミュニテ

ィとの掛け持ちメンバーあり。閉鎖されました。 

https://ameblo.jp/tonajon/entry-12250211753.html
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 ●ネズミ除けの超音波が聞こえる：mixi。当コミュニティとの掛け持ちメンバーあり。 

 

 

ご報告者への注意事項「やっていいこと、やってはならないこと」 

 

●専門知識のない人が個人のパソコンでフリー超音波音源ソフトなどを使用して可聴音域

の自己検査を行うことは甚だ危険であり、当コミュニティではそのような行為に基づく報

告を一切禁止しております。音圧・音量を際限なく上げれば、中高年の人でも 20000Hz付

近が聞こえることがあります。30 代・40 代の方で自己検査により 20000Hz 付近が聞こえ

たと自覚した場合、すでに安全圏外の音圧を身体に与えていると考えて下さい。 

 聴力検査は、医療機関などにおいてオージオメータを使用した正式なものを受けましょ

う。 

 

●超音波発生装置を開発・製造・販売・設置している業者などを批判することが目的では

ないため、業者名などは掲載しておりません。 

 ↓↓ 

 2012/10/30 方針変更：違法性・悪質性の高い製品を製造・販売し流通させ、政府機関

により処分され、政府機関のウェブサイトにて一般に公表されている業者については、当

サイトにも掲載していきます。 

 

●大都会の公共施設の衛生や犯罪・テロ対策などのために、このような装置の合法的な開

発自体はどうしても必要な時代となっていることだけは、忘れないでいただければ幸いで

す。 

 

●超音波発生装置を設置している施設名・ビル名・企業名（デパート名・ホテル名）など、

街を歩いていれば誰でも目にすることのできる公の情報については、マップ上で公表して

おりますので、ご報告時に削除・隠匿していただく必要はありません。 

 

●当サイトで公表していない超音波発生装置の開発・製造・販売・設置業者についても、

業者の特定は、コミュニティ内部ではおこなっております。業者のウェブサイトに掲載さ

れている情報（発生超音波の音圧や周波数、人体や動物への無害性、設置場所など）の真

偽についても、なるべく検証・研究したいと思います。 

 

 

最低限の物理学的知識の学習のお願い 
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 当コミュニティでは、とりわけ以下の条件に当てはまる方からの超音波スポットのご報

告や情報提供を優先的に受け入れています。 

（ただし、ご報告の時点で知識がなければならないわけではありません。） 

 

◆超音波を聴覚や共感覚で知覚できるか否かにかかわらず、音波の基本的性質（疎密波・

弾性波・縦波など）や「ホイヘンス＝フレネルの原理」、「等ラウドネス曲線」など、音波・

音声・音響に関する最低限の物理学的知識を持ち、超音波を知覚できる場合には自らの超

音波知覚をそれらの用語・文脈で説明できる方 

 

 逆に、当コミュニティが最も問題視しているのは、いくら豊かな超音波知覚を持ってい

る人であっても、超音波知覚について、「電磁波っぽいものが聞こえる」などと虚偽の表現

や曖昧な表現で報告したり、いつまでも「キーキー・ピーピーという音が聞こえる」とい

った擬音語・文学表現を使い続け、それ以上の学術的な会話が成立しなかったり、当コミ

ュニティから「あなたが知覚しているものは超音波というものです」と解説しても、「何か

私が幸せになれるための天のお告げか霊の声かもしれない」などと主張するようなケース

です。 

 とりわけ一般の主婦や OL の方々にこのような極めて乱暴または不適切な表現や主張が

目立つことを、あえて指摘させていただきます。 

 コミュニティ内部でのコミュニケーションの不和として終わるならまだしも、このよう

な表現や主張によって当コミュニティを外部に紹介されたり当コミュニティのメンバーを

名乗られますと、当コミュニティがオカルト科学団体と誤解され、超音波知覚や超音波装

置の設置状況に関する政府機関や企業との折衝に悪影響が出るほか、既存のオカルト科学

団体からの提携依頼を呼び込んでしまうなど、大きな弊害が出てしまいます。それは同時

に、皆様ご自身の不利益にもなってしまいます。 

 厳しいようではありますが、当コミュニティの方針をご理解いただければ幸いに存じま

す。 

 

 ↓こちらのブログ記事も合わせてご覧下さい。 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在は『全集』に収録。） 

●疑似科学にまつわる懸念 ― 疑似科学ではない超音波知覚と疑似科学である動物駆除

超音波装置を例に ― 

●超音波知覚やモスキート音知覚に関するリンクのメモ 

 

 

心地よい超音波と不快な超音波 
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 同じ超音波でも、その鳴り方によって我々人間に心地よく聞こえたり不快に聞こえたり

する（快・不快の感覚が異なる）ことがあります。これは、代表者（岩崎純一）自身や当

コミュニティの他のメンバーに限らず、多くの人に見られる傾向で、大まかに以下のよう

な傾向があります。 

 基音が可聴音である音波に含まれる倍音成分などとしての超音波成分には、むしろ心地

よさを感じ、一方で、基音が超音波である超音波には不快を感じる。 

 例えば、生演奏の音楽、ホワイトノイズ、くしゃみ・せきの音や紙袋・ビニール袋をく

しゃくしゃ丸めるときの音、人間のサ行・ザ行音でのささやき声にも超音波成分は含まれ

ていますが、多くの人はこれらの超音波（基音が可聴音である音波に含まれる、倍音など

としての超音波成分）には苦痛を感じません。 

 一時期、基音が可聴音である音波の超音波成分（楽器・音楽の音）についてはかえって

含まれているほうが心地よい効果を生むとする説（ハイパーソニック・エフェクト）が、

音楽業界、特に歌手業界で盛んに取り上げられたことがありました。 

 確かに、高音成分が多いボーカルの声はより心地よく聞こえますし、一方で、mp3 など

の音声圧縮ファイルフォーマットのように、明らかに高周波成分を削ってある場合には、

多くの人にとっても聴覚上で比較的簡単に分かり、むしろ「不快でこもった音」などと表

現する人も多く見かけます。 

 最近は、このハイパーソニック・エフェクトや、それと並んで持てはやされた「1/f ゆら

ぎ効果」などは、人気が下火になっている気はしますが、未だに科学的根拠がないにもか

かわらず、知覚上の実体験として、ガムランや雅楽などの民俗音楽やヒーリング・ミュー

ジックの愛好家の間では今でも肯定的に議論されているようです。 

（ただし、少なくとも「1/f ゆらぎ効果」については、疑似科学にすぎないとする説が主流

になりつつあります。） 

 また、ホワイトノイズやピンクノイズ（1/f ノイズ）を赤ん坊に聞かせると、多くの赤ん

坊は泣き止んでしまいますが、科学的根拠はない一方で、事実としてはそうですし、「胎児

期に母体内で聞いていた音に似ていて、落ち着くのだろう」と考える人は多いです。 

 いずれにせよ、超音波に対する不快感は、超音波を基音とする超音波の場合のみに生じ

ると見てよいようで、当コミュニティが主に扱う超音波も、このような不快な超音波です。 

 例えば、楽器の音色（木管と金管の違いなど）は、基音が生み出す各倍音成分の含有の

仕方などで決まりますが、超音波を基音とする超音波の場合、波形いかんに関わらず、人

間にとってはほぼ「音色」の区別はできず、「正弦波の痛烈なもの」程度にしか聞こえませ

ん。 

 

 

ご報告先（超音波スポットのご報告、超音波情報のご提供） 
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 ご連絡は、次のいずれの方法でも受け付けています。 

 どなたでも報告可能です。超音波スポットについては、複数のメンバーが散策や所用の

際にスポット付近を通行し、超音波知覚（聴覚・共感覚）と超音波検知機器の双方により

確認次第、掲載となります。 

 

▼ 代表である私（岩崎純一）に直接ご連絡いただく場合、岩崎のメールアドレス（下記

ページ内）までお願いいたします。 

（この場合、他のメンバーには届きません。） 

 

◆ 岩崎宛ての公式メール（学術関係、仕事のご依頼など） 

◆ 岩崎宛ての個人メール（ご質問、私信など） 

◆ 岩崎宛てのメールフォームもお使いいただけます。 

 ●宛名：岩崎純一 

 

▼ コミュニティの支部の担当者にご連絡いただく場合、下記のアドレスまでお願いいた

します。 

 超音波知覚者コミュニティ東京窓口・・・choonpa@iwasakijunichi.net 

 ●宛名：深田綾乃、樋川夜涼のいずれかの担当者まで。 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在は廃止し、統一アドレスへ。） 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第四章 扱っている超音波発生源（装置・機器・物体・その他）、求めている情報 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 9 月 28 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

    扱っている超音波発生源 1（固定された装置・機器など） 
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        動物駆除装置（ネズミ駆除装置、ネコ駆除装置、ゴキブリ駆除装置、蚊よけ装置

など） 

        自動ドアセンサー 

        パーキングメーター（精算機） 

        超音波式車両感知器 

        光エネルギーを用いた装置（ライトトラップ式の捕虫器、LED照明など） 

        若者撃退・治安対策などを名目として設置されているモスキートなどの機器（元

より可聴音として聴かせることが目的の音響機器） 

    扱っている超音波発生源 2（移動する装置・機器など） 

        超音波を発生させることを目的としない車両・装置・日用品などからの偶発的な

超音波について 

        超音波による障害物検知器（クリアランスソナーや魚群探知機などの各種のソナ

ー・超音波探信儀など） 

        自動車の超高周波ブレーキ音（超音波センサーからの超音波との判別が困難。） 

        超音波を用いた医療機器（レーザー超音波計測機器など）、非破壊検査機器（超音

波探傷検査機器など） 

        超音波を用いた日用品・医療機器（超音波美顔器、超音波メガネ洗浄器、超音波

歯ブラシなど） 

    求めている情報 

 

 

扱っている超音波発生源 1（固定された装置・機器など） 

 

◆動物駆除装置（ネズミ駆除装置、ネコ駆除装置、ゴキブリ駆除装置、蚊よけ装置など） 

 

 正確には、「動物駆除効果を謳う超音波発生装置」とでも言うべきもので、製造・販売メ

ーカーが公正取引委員会や消費者庁から処分を受けたり、科学者らが効果への疑義を検証

し論文等で報告したりしている。 

 また、多くの商品について誇大広告・虚偽広告が目立ち、製造・販売業者に対し不当景

品類及び不当表示防止法（景品表示法）違反の可能性を調査すべき現状であると、私（岩

崎）は考えている。 

 しばしば、「人間には聞こえませんので、ご安心下さい」、「数多くの実験を繰り返し、開

発され、販売に至った製品です」といった文言の記載が見られるが、誇張であるケースが

多い。輸入品については、国内の輸入・販売業者がサイトなどで、「欧米ではすでに大きな

信頼を得ており、数多く使用されています」と謳っているケースが目立つが、安易に信用

せず、仕様書をなるべく原文で読んでみることが最善の策である。 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

23 

 

 

●公正取引委員会・消費者庁による法的処分、科学者による警告等 

 

 現在、都内超音波スポット報告マップや超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索

で（岩崎が）指摘している装置過密地区のネズミ防除装置は、以下のメーカー製のものが

多い。 

 リースでの設置も多いため、メンテナンス・契約更新ごとに性能が向上した製品やバー

ジョンに交換されることがあり、なかなか完全には撤去されにくい。 

 

●超音波防鼠機「ネコのささやき」（株式会社シー･アイ･シー） 

●超音波防鼠器 ソニックバリアシリーズ（イカリ消毒株式会社） 

 

 商業施設・公共施設のみならず一般家庭における使用例も多いネコ駆除装置は、以下の

メーカー製のものが多い。 

 ただし最近は、サイトに掲載されている取扱説明書や注意書き、Q & A にも、「100％の

効果はなく、全く効果がない場合もあり、人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こ

すことがある」旨が記載されており、比較的良好な対応がなされてきている。商業施設・

公共施設への設置が急増しているネズミ防除装置の動向とは、やや異なっている。 

 

●ガーデンバリア GDX（株式会社ユタカメイク） 

●ガーデンバリア GDX-2（株式会社ユタカメイク） 

●ガーデンバリア GDX-M（株式会社ユタカメイク） 

●「猫よけ 110 番 ガーデンバリア販売サポート」（上記製品を販売する 株式会社こうほ

うえん ガーデンバリア販売サポート部 のサイト） 

 

 次の「Yard Gard」や「Yard Sentinel」などは、アメリカではよく知られた装置で、仕

様書では、周波数を変えることで様々な動物に効果があることが謳われている。日本語販

売ページでは、センサーが反応した時だけ稼働すると書かれてあるが、実際には鳴り続け

ている例が東京都内でも確認されている。ピークは 47kHz だが、20kHz 以下の可聴域の音

も出ている。かなり音域が広いようだ。 

 

●Yard Gard (BIRD-X) 

●Yard Sentinel (Aspectek) 

●Pest Control - Solar Powered Ultrasonic Animal and Bird Repeller (Aspectek) 

●Excelvan Outdoor Cat Dog Animal Pest Electronic Ultrasonic Repeller (Excelvan) 

●猫よけ HBLIFE 動物撃退器 
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 このほか、「アニマルリペラー（標準タイプ）」、「NEW アニマルリペラー（ハイグレー

ドタイプ）」、「ヤードセンティネル デラックス」など、国内・海外を問わず、あまりに多

くの類似製品が流通しており、全てを追うことは事実上不可能である。ただし、当コミュ

ニティでは、情報が寄せられた類似製品については全て研究対象としている。 

 これらの製品の仕様を見てみると、発生・設定可能な超音波の上限は大きく異なってお

り、モードボタンを最高音域に合わせたとしても、超音波知覚者の聴覚でも聞こえない（従

って、不快感も覚えない）約 40kHz～50kHz以上を発生できる機器は少ない。 

 また、輸入品（中国・東南アジアで製造されたアメリカの製品など）に簡易な改造を施

しただけのものや、製品名だけを変えて自社特製品であるかのように見せかけたもの、サ

イトに記載されている仕様と実機に付属しているマニュアルに記載されている仕様と実機

の仕様とが食い違っているものなどもあるので、注意が必要である。元から粗雑な造りの

製品が多く、雨の翌日は故障して超音波が鳴り続けたり、モードボタンのひねり具合で合

わせたモードになっていなかったりと、たとえマニュアルに従ったとしても根本的に不安

定な運用しかできないようになっている。 

 これらの機器の多くは（動物などを感知するセンサー部分も、超音波の発生機構部分も）、

ソーラーパワーと充電池で稼働する。ただし、電池を取り換える時はドライバーが必要で

あるため、電池を頻繁に交換するとは考えにくい。超音波が聞こえない使用者は、電池切

れにも気づきにくい。従って、通常はソーラーパワーのみで稼働していると考えられるた

め、曇りの日が多ければ超音波の音圧・音量が小さくなり、この期間だけは超音波知覚者

にとって束の間の休息期間である。 

 また、超音波発生機能だけでなく、LED による強力なフラッシュライト（ストロボ）機

能を搭載している製品も多く、視覚・聴覚両面で不快感を覚えたり健康被害を受けたりす

る可能性がある。 

 さらに、販売業者の中には、超音波知覚者からの製品改善についての問合せや要望に対

し、まず「購入者には音を低く設定するようご案内しています」と回答し、「高くではなく

て低くですか？」との質問を返すと、「低くではなくて高くでした」と回答を修正するなど、

物理学的知識に乏しく、製品の仕様について理解していない業者がある。 

（ただし、電話窓口が日本人である場合、製品の知識には乏しくとも、対応は全般的に丁

寧にはなってきている。） 

 このほか、2014 年の日本におけるデング熱の国内感染の発生に伴い、スマートフォン向

けに「蚊の嫌う高周波を発する」、「蚊を寄せ付けない」などと謳う高周波音・超音波を鳴

らす蚊よけアプリや、類似の虫よけアプリなるものも登場したが、これらも疑似科学にす

ぎないと考えられる。 

 

※ この項目の執筆にあたっては、近隣住戸に設置されている超音波発生装置からの超音
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波に困り、様々な対策を講じておられるミミ様より多大なご協力を頂きました。この場を

お借りして厚く御礼申し上げます。 

 

◆自動ドアセンサー 

 

 ここ数年で（2013 年頃から）、超音波を用いた自動ドアセンサーの新規設置は減少してい

るようであるが、都内超音波スポット報告マップの装置過密地区にはなお集中的に設置さ

れており、新規設置も見られるため、調査は継続する。 

 自動ドアセンサーの超音波は、自動車の超音波センサーなどの超音波よりも強い模様。 

 

◆パーキングメーター（精算機） 

 

 警察庁交通局交通規制課「パーキング・メーター 仕様書（案）」などに基づき、超音波

と赤外線を組み合わせた仕様となっている。 

 東京都千代田区・中央区・港区はパーキングメーターの設置密度が極めて高く（時間制

限駐車区間 案内地図（警視庁））、超音波が知覚できる人にとっては逃げ場が無いような

状態となっている。 

 

◆超音波式車両感知器 

 

 ネズミ防除装置やパーキングメーターほどではないが、都内・都心にも多く設置されて

いる。 

 ほぼ真下に向けて超音波を発しているため、歩道などを歩いていて知覚することはあま

りない。 

 

◆光エネルギーを用いた装置（ライトトラップ式の捕虫器、LED 照明など） 

 

 本来、超音波装置ではない装置からも超音波が発生していることがあり、ライトトラッ

プ式の捕虫器がその好例である。ライトトラップは、虫をおびき寄せる波長の光を出し、

粘着シートで捕獲する構造である。 

 

●捕虫器「ジーナススペクトラ コンパクト」 

 

 また、LED照明から超音波が発生していることがあるが（マップ上の WACCA 池袋のユ

ザワヤの例などをご参照）、LED照明そのものの構造的問題である場合と、照明の設置の仕

方（ネジ止めなど）の不徹底が原因である場合とがある。 
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◆若者撃退・治安対策などを名目として設置されているモスキートなどの機器（元より可

聴音として聴かせることが目的の音響機器） 

 

「モスキート（Mosquito）」とは、元は米国で開発された、高周波音を用いた音響機器であ

り、一商品名にすぎなかった。 

 現在は、「若者撃退・治安対策（たむろや迷惑行為・器物損壊の防止）などを目的として

商業施設・コンビニの入口や公園などに設置されている、高周波音を用いた音響機器」の

総称としても用いられている。また、同様の高周波音を発生させるスマホアプリや玩具な

どの名称にも用いられている。 

 モスキート音装置から発生する高周波音は、元より可聴音として聴かせることが目的の

ものであり、「超音波」というよりは「音波」である。当コミュニティが扱っている音域の

中では、最も低い音域であると言える。しかし、不快な音であることに変わりはない。 

 また、モスキート音装置には、音量・音圧の調整機能が全く付いておらず電源のオン・

オフ機能しか付いていないものも多いほか、電源スイッチ自体が付いておらずコンセント

しか付いていない（コンセントを接続した途端にモスキート音が鳴る）ものも多い。その

ため、「鳴らすか鳴らさないか」、「設置するかしないか」の二者択一以外に選択がない。 

 一般に、高周波音に対する聴覚は高齢になるにつれて衰えるため、モスキート音装置は

容易に若者撃退の目的に耐えうると考えられがちである。しかし、実際の設置においては、

天候、建築物、高周波音に対する外耳・中耳・内耳の感度の個人差、身長、髪型、帽子の

形状、服装、ヘッドホンやイヤホンの装着の有無、音声の選択的聴取（カクテルパーティ

ー効果）などの影響を受けるのであり、モスキート音装置の製造業者や設置者はこれらを

ほとんど考慮に入れていないであろうことが容易に観察される。 

 当コミュニティでは、装置の製造・輸入・販売・設置業者側が謳っている、一部の人間

だけを選択的に撃退できるとする効果は、甚だ疑わしく、誇大的な喧伝（ひいては、景品

表示法が禁止する不当な表示）である可能性を調査する。 

 日本においても、自治体主導で若者撃退・治安対策を名目としてモスキート音装置の設

置が行われた例がいくつかある。自治体として初めてこの試みを実施したのは東京都足立

区であり、区立北鹿浜公園に英国製の装置を 1 台設置した（2009 年 5 月より 2010 年 3 月

まで）。この装置は、17.6kHz の高周波音（一部の若者にとっては十分に可聴音域に入る）

を 3 分間発生させ、1 分間休むということを繰り返す。 

 足立区は、真夜中に区内の公園にたむろして騒ぎ、器物損壊などを繰り返す若者への対

処に苦慮していたようである。ただし、この実験によって有意な効果は得られなかった上、

同区によるこの実験についての（一定以上の効果があったかのような）結果説明も、物理

学的・音響学的に妥当な説明とは言えない。 

 実際には、モスキート音装置以外のそれぞれの超高周波音装置・超音波装置に反応し不
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快を覚えるのが、若者一般ではなく聴覚・感覚鋭敏者のみであるのと同様、モスキート音

装置の高周波音に反応し不快を覚える若者も、また一部に過ぎないのであり、逆に壮年者・

高齢者の中にも、モスキート音装置の高周波に不快を覚える者が一定人数はいるのである。 

 

扱っている超音波発生源 2（移動する装置・機器など） 

 

◆超音波を発生させることを目的としない車両・装置・日用品などからの偶発的な超音波

について 

 

 超音波知覚者（特に岩崎純一代表）が超音波を知覚したとその場で報告したり、バット

ディテクター（コウモリ探知機）などの超音波検知機器が超音波を検知した際に、その近

辺に実在を確認できる、移動する装置・機器・物品・超音波源などは、全て対象とする。 

（自動車や自転車のブレーキ音に含まれる超音波、電車の車輪とレールの摩擦音に含まれ

る超音波、歩行者のカバンの金属製の装飾品やアクセサリどうしがぶつかる音に含まれる

超音波などが、比較的よく岩崎にもバットディテクターにも感知される。自動車のブレー

キ音については、さらに詳細を後述。） 

 これらの超音波については、いつどのような場所でも発生しており、発生そのものを防

ぐ方法もなければ、防ぐべき性質のものでもないと岩崎は考えるため、残る問題は、これ

らの超音波を知覚する者の存在への理解がどれだけ得られるか、どれだけ信じられるかと

いう一点のみとなる。 

 元より超音波だけを出すことを狙いとしていないこれらの日常音には、可聴音域成分も

大いに含まれている。若年者なら誰でも聴こえる波長・波形を持つ高周波であることも多

いが、岩崎の場合、街の雑踏・喧騒の中から「カクテルパーティー効果」のように超高周

波・超音波成分だけを取り出して聴き取ってしまう分解能が高いようである。 

 ただし、これらの偶発的な超音波が発生したスポットは、マップに掲載する意味がない

ため、マップでは扱わない。（求めている情報をご参照。） 
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（画像は、自転車（Wikipedia）と東武東上本線（Wikipedia）からの引用。ただし、全て

がパブリックドメイン。） 

 

◆超音波による障害物検知器（クリアランスソナーや魚群探知機などの各種のソナー・超

音波探信儀など） 

 

 ソナーは、元は水中を伝播する超音波を用いて海上や海中の船舶、潜水艦、物体などを

探知・測距する装置を言ったが、昨今は自動車、船舶、重機、戦艦、戦闘機など様々なも

のに搭載され、いずれも「ソナー」の名称で呼ばれている。 

 ただし、我々が日常生活で目にするソナーは、ほぼ自動車の超音波センサー（クリアラ

ンスソナー）のみであると言える。 

（トヨタを中心に、クリアランスソナーとバックソナーとを呼び分ける傾向にあるが、こ

こではバックソナーも含めてクリアランスソナーや超音波センサーと呼ぶ。） 

 超音波センサーを搭載した自動車は急増している。岩崎にも、これらから発生している

超音波が、聴覚で聴こえたり身体感覚・共感覚で知覚できたりしている。 

 搭載している車種は高級車が多く、現在はベンツか日産に搭載車が多い。（また、岩崎の

超音波知覚に基づけば、2014 年以降はトヨタ車に急増している模様。） 

 例えば、トヨタの場合は探知距離が 50cm となっている（以下の技術資料）。ベンツや日

産の探知距離は 5m～10m 程度と予想され、音量が大きい。 

 自動車の超音波センサーは、ほぼ近距離の障害物を検知するためにのみ使用されている。

そのため、一定速度以下の時だけ作動するようになっており、走行中は超音波は発生して

いない。超音波が発生するのは、交差点（信号待ち）、渋滞、駐車場内といった場面となり、

突然聞こえてきて、突然聞こえなくなる。 

 今後自動車に超音波センサーが普及すると、交通量の多い場所では「超音波の嵐」のよ

うになり、岩崎のような超音波知覚者には厳しい状況となることが予想される。 

 

●トヨタ自動車公式サイト クリアランスソナー&バックソナー/インテリジェントクリア

ランスソナー/ドライブスタートコントロール｜安全技術ファイル｜もっとよくしよう。 

●クリアランスソナー System  構造と作動（エカテリンブルク電子システム研究所によ

る日本車・トヨタ車のクリアランスソナーの解説） 

 

 これらの超音波センサーについては、コミュニティとしての調査・研究は行うものの、

走行・移動する車両などに搭載されるものであるため、マップでは扱わない。（求めている

情報をご参照。） 

 

◆自動車の超高周波ブレーキ音（超音波センサーからの超音波との判別が困難。） 
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 前述の偶発的な超音波のうち、特定の車種の自動車のブレーキ音は、特に可聴音域成分

が小さく超音波成分が大きいようであり、岩崎にもバットディテクターにも超音波センサ

ーからの超音波との区別があまり付いていないようである。 

 この混乱には、前述のように、超音波センサーが減速時・ブレーキ作動時などにしか作

動しないことも大いに影響していると考えられる。超音波センサーの超音波とブレーキ音

の超高周波成分・超音波成分とが同時に鳴っていることも多いと考えられる。 

 ただし、超音波センサーからの超音波は、当然センサーを搭載している新型車種・車両

のみから発生している一方で、ブレーキ音からの超高周波・超音波は、旧型・中古の車種・

車両、整備不良の車両、車検間近の車両などの劣化したブレーキから頻繁に発生している

可能性があることを考えれば、状況は一層混沌とし、パターン化も困難となる。 

 岩崎が特に不快に感じる自動車の超高周波ブレーキ音には、下掲の車種のタクシー・教

習車・パトカーが搭載するブレーキの音がある。 

 タクシー・教習車・パトカーは、旧型・中古の車種・車両も多いものの（経年車の転用）、

タクシー・教習車・パトカー専用として開発された車種・車両（コンフォート、クラウン

コンフォートなど）が多くを占める。旧型・中古の車種・車両が超高周波・超音波を含む

ブレーキ音を発生させやすい状況にあることは、前述の通りとしても、タクシー・教習車・

パトカー専用として開発された車種・車両のブレーキも、自家用車向け車種・車両からは

発生していない超高周波・超音波を含むブレーキ音を発生させている。 

 一方で、超音波センサーを搭載したタクシー（ハイヤー）・教習車・パトカーの車種には、

ワゴンタクシー・介護タクシーに使われているアルファードやヴェルファイアなどの高級

バン、ハイヤー・パトカーに使われているクラウンマジェスタやシーマなどの高級車があ

るが（教習車だけは高級車が少ない）、これらは超高周波・超音波を含むブレーキ音はほと

んど発生させていない。 

 従って、クラウン一車種を取っても、旧型・量産型クラウンベースのタクシー・教習車・

パトカーと新型・高級クラウンベースのハイヤー・パトカーとの両極のクラウンから、超

音波が発生している状況である。業務用の種々のオプションや特殊機器を付けていない個

人所有の中級クラウンのみが、不快な超高周波・超音波を発生させていない。 

 さらなる真相については、今後、自動車メーカーやタクシー業者、警察署などに問い合

わせて、できる限り解明していきたいと考えている。 

 

▼超高周波・超音波を含むブレーキ音を発生させている車種 

（ただし、★マークは全て、超音波センサーからの超音波のみを発生させており、ブレー

キ音は発生させていない可能性がある車種） 

 

▽タクシー・教習車・パトカー専用車種 
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【トヨタ】 

 コンフォート、クラウンコンフォート 

【日産】 

 クルー 

 

▽自家用車種（ただし、これらはタクシーにも多用されている車種で、かつ多くが超音波

センサーを搭載する高級車である。） 

【トヨタ】 

 セルシオ★、クラウン★、クラウンマジェスタ★、レクサス・LS★、マーク X★、SAI

★、アルファード★、ヴェルファイア★、エスティマ★など 

【日産】 

 シーマ★、スカイライン★、ステージア★、セドリック★、エルグランド★、プレサー

ジュ★、セレナ★、リバティ★、リーフ★、クリッパー★など 

【ホンダ】 

 レジェンド★、オデッセイ★など 

 

↓ 以下、画像と共に例を挙げる。 

 

【クラウンコンフォート（左から、日本交通、東京無線）】 

タクシー事業者に関係なく、同車種のブレーキ音からは超高周波・超音波が検出される。

岩崎代表もこれを知覚している。 

 

  

 

【クラウンセダン（左から、チェッカー無線、グリーンキャブ）】 

タクシー事業者に関係なく、同車種のブレーキ音からは超高周波・超音波が検出される

が、稀に超音波センサーを搭載しており、この超音波が検出される。岩崎代表もこれを知

覚している。 
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【セドリック（左から、東京無線、京急交通）】 

タクシー事業者に関係なく、同車種のブレーキ音からは超高周波・超音波が検出される

が、稀に超音波センサーを搭載しており、この超音波が検出される。岩崎代表もこれを知

覚している。 

 

  

 

【左から、レクサス・LS（国際自動車）、レジェンド（帝都自動車交通）、アルファード（東

京無線）】 

これらの高級ハイヤーやバン型タクシーに使用される車種については、ブレーキ音から

は超高周波・超音波が検出されないが、多くの場合、超音波センサーを搭載しており、こ

の超音波が検出される。岩崎代表もこれを知覚している。 
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【プリウス（個人タクシー）】 

電気自動車を使用したタクシーについては、電気系統機器からの不快な可聴音や高周波

音が発生しているものの、強力な超高周波・超音波が発生しているわけではない。ただし、

超音波センサーを搭載している場合は、その超音波が検出される。岩崎代表もこれを知覚

している。 

 

 

 

（画像は、日本のタクシー（Wikipedia）からの引用。ただし、全てがパブリックドメイン。） 

 

 超音波センサーも、超高周波・超音波を含むブレーキ音を発生させるブレーキ装置も、

コミュニティとしての調査・研究は行うものの、走行・移動する車両などに搭載されるも

のであるため、マップでは扱わない。（求めている情報をご参照。） 

 なお、自動車から発生する可聴音（エンジン音）などについての岩崎の共感覚の例を、

以下に掲載している。このような共感覚と今回調査した超音波知覚とは、「知覚の鋭敏さ」

という点で関連があることから、今後の重要なテーマの一つである。 

 

●自動車についての共感覚（日産自動車、スカイラインを例に）（PDF） 

自動車についての共感覚（日産自動車、スカイラインを例に） 

 

◆超音波を用いた医療機器（レーザー超音波計測機器など）、非破壊検査機器（超音波探傷
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検査機器など） 

 

 レーザー超音波計測機器については、いわゆる「超音波検査（腹部超音波検査、心臓超

音波検査など）」用医療機器として医療機関において目にする機会が多い。 

 非破壊検査機器（超音波探傷検査機器など）についても、目にする機会は職業によって

大幅に異なるものの、身近なものではある。 

 稀に、これらレーザー超音波計測機器や非破壊検査機器の超音波も聴覚や共感覚で聞こ

える者がおり、私（岩崎）もそうである。 

 ただしこれらも、前述の超音波センサーと同様、コミュニティとしての調査・研究は行

うものの、移動・走行・持ち運びなどにより場所が一定しないものであるため、マップで

は扱わない。（求めている情報をご参照。） 

 

◆超音波を用いた日用品・医療機器（超音波美顔器、超音波メガネ洗浄器、超音波歯ブラ

シなど） 

 

 科学的根拠があり有用な製品から、疑似科学にすぎない製品まで、極めて雑多なものが

溢れている時代であるが、当コミュニティでは、一部の人にとって知覚できる超音波を発

している製品であれば、何でも扱うものとする。 

 ただし、これらの日用品は、マップに掲載すべき超音波スポット情報としては細かすぎ

るため、マップでは扱わない。（求めている情報をご参照。） 

 

 

求めている情報 

 

●このコミュニティでは、基音が超音波である人工の超音波音が聴こえて（見えて）しま

う感覚と、そのような超音波を発生させる各種機器を主に扱っています。 

 同じ超音波知覚であっても、例えば、ガムランや雅楽などの民俗音楽やヒーリング・ミ

ュージックにおける「ハイパーソニックエフェクト」や「1/f ゆらぎ」などの「超音波の人

体への好影響の話題」はほとんど扱っていません。 

（「1/f ゆらぎ効果」については、疑似科学にすぎないとする説が主流になりつつあります。） 

 心地よい超音波と不快な超音波をご参照下さい。 

 

●現在は東京都内とその近辺の自治体のみを扱っております。 

 

●普段の体調や服装などで都内にて外出している際に、超音波が聴覚や共感覚によって知

覚され、なおかつ身体や精神に不快な症状または異変（頭痛、吐き気、嘔吐、ふらつき、
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めまい、卒倒、てんかんや、通勤・通学・外出時における迂回の必要性など）があった場

所・地区のみをご報告下さい。 

 

●超音波が確実に知覚されるものの、具体的な超音波発生機器やその設置箇所（天井や壁

など）が不明である場合、扱っている超音波発生源をご参照いただければ判明するかもし

れません。もし判明した場合、それらも一緒にご報告いただいて構いません。 

 

●人間（特に若年者）にあえて聞かせることを目的とする高周波音発生装置（「モスキート」

のような若年者追い出しのための装置など）は、（超音波装置ではなく高周波音装置ではあ

るものの）コミュニティとしては調査・研究の対象としていますが、都内超音波スポット

報告マップでは扱っていません。 

 

●超音波を発生させることを目的としない車両・装置・日用品などからの偶発的な超音波

（前述）については、遭遇は予測不可能であるため、都内超音波スポット報告マップでは

扱っていません。 

 

●ソナー（クリアランスソナーなど）や、超高周波・超音波を含むブレーキ音を発生させ

るブレーキ装置については、走行・移動するものに搭載され、遭遇は予測不可能であるた

め、都内超音波スポット報告マップでは扱っていません。 

 

●いわゆる「超音波検査（腹部超音波検査、心臓超音波検査など）」用医療機器として用い

られるレーザー超音波計測機器や、非破壊検査機器（超音波探傷検査機器など）について

も、移動・走行・持ち運びなどにより場所が一定しないものであるため、都内超音波スポ

ット報告マップでは扱っていません。 

 

●自宅・知人宅・勤務先の屋内に設置してある（公道に面して設置されていない）超音波

ネズミ駆除器や超音波美顔器、超音波メガネ洗浄器などの超音波発生装置の場所や、店舗

内での売り場の変更が頻繁である超音波メガネ洗浄器のような商品の位置など、細かすぎ

る（マップ上に掲載する意義が極めて小さい）機器の場所は、都内超音波スポット報告マ

ップでは扱っていません。 

 

●このコミュニティでは、主に「公共施設・商業施設・駅などの出入口・通路・屋外・屋

内に設置してあり、一般国民の誰もが観察しうる場所に設置してある超音波発生機器」を

扱います。「我が国の政府・自治体・企業・ビル所有者などによる犯罪対策・テロ対策・渋

滞対策・衛生管理などを超音波発生機器の設置状況から見てみよう」というのが、本コミ

ュニティの主旨です。 
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●超音波感知能力の性差・世代間差を精査するため、性別と年代（10 代・20 代など）はな

るべくご報告下さい。 

 

●超音波発生装置が撤去されたと考えられる場合、そのスポットをご報告下さい。調査の

上、マップに撤去済みの旨を掲載します。 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第五章 都内超音波スポット報告マップ 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 9 月 30 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 マップそのもの（Google マップを使用）は第六集を見よ。 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、このマップは『全集』の一部ではあるが、従来通りサ

イトからリンク。） 

 

 このマップは、超音波発生装置過密地区を中心とする都内超音波スポットの探索年月日

と探索場所やコウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の検

証に記載した探索・フィールドワークによって確認・調査済みの超音波発生装置の設置箇

所を示したものです。 

 

 

→→ より大きくマップを表示 

 

●地図上のスポットをクリックすると説明が出ます。 

●共同編集者は地図に超音波スポットを追加作成して下さい。 

●色分けは、コミュニティ代表の私（岩崎純一）の超音波知覚における不快感・苦痛の程

度を示しています。 
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（不快感・苦痛は人によって異なり、私の場合は大きい傾向にあるので、あくまでも目安

としてご参照下さい。） 

 

レベル 1（青色）：周囲の一般通行人と同じ行動でごまかせる程度。ただし、周囲のほとん

どの一般通行人が気づかない中で、私は気づいており、苦痛を覚える程度以上のものでは

ある。 

レベル 2（黄緑色）：顔をゆがめる程度でかろうじて通行できるが、一定の苦痛を覚えるか、

反復すると体調に異変は出るレベル。 

レベル 3（黄色）：超音波発生装置の近くを通るときは、耳をふさいだり身をかがめたり走

り抜けたりしなければならないレベル。 

レベル 4（赤色）：レベル 5 ほどではないが、著しい苦痛を覚える。 

レベル 5（赤紫色）：私の場合、耳を塞いだり様々な知覚を遮断したりしない限り、そばを

通行できないほどの大音圧の超音波発生装置あり。装置を迂回するために、通行する道、

乗車駅、食料品を買うスーパーマーケットやデパートを変える必要があるなど、日常生活

に困難が生じている。 

 

 ↓↓ 日常生活での困難の具体例は以下に記述。（食料品の買い物や仕事での困難など。） 

 

    代表者岩崎純一の知覚・共感覚の紹介 1（文章での解説） 

    代表者岩崎純一の知覚・共感覚の紹介 2（音域表、画像） 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第六章 超音波知覚者によくある症状、人工超音波からの身の守り方 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 12 月 18 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

超音波知覚者によくある症状 
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◆頭痛、耳や顔面の痛覚、吐き気、嘔吐、ふらつき、めまい、腹痛、肩こり、意識障害、

卒倒、てんかん、失禁 

 

※ 代表者岩崎純一の症状としては、頭痛、耳や顔面の痛覚、吐き気が主であり、重症の

知覚者からすれば軽いと言える。 

 

 

人工超音波からの身の守り方 

 

 このコミュニティで扱っている超音波発生装置（ネズミ・ネコ・ゴキブリ駆除効果を謳

う超音波装置や自動ドアセンサー、自動車の超音波センサーなど）から出る超音波は、特

定の周波数をとりわけ強調した人工高周波音で、いわゆる「心地よいゆらぎ効果を発生さ

せ自律神経系を安定させる楽音・楽器音・鳥の鳴き声・小川のせせらぎの高周波帯域（ハ

イパーソニック・エフェクト）」すなわち「音波とともに次々と発生する倍音が織りなす超

音波成分」とは波形が異なり、人為的に生成された疎密波です。 

 自動ドアセンサーや自動車の超音波センサーのように、実際にドアの開け閉めや自動車

の事故防止などに役立っているならまだしも、動物駆除効果を謳う超音波発生装置につい

ては、公正取引委員会・消費者庁による法的処分、不良品に関する警告や回収、科学者に

よる警告等で紹介・解説したように、とりわけ疑念が残ります。どの業者も「ネズミやネ

コ、ゴキブリには不快感を与えつつ、人間には不快感を与えない装置」との主旨を公表し

ている以上、装置が本当にそうなっていなければならないわけですが、そうなっていない

としたら問題になってきます。 

 とりあえず、このような人工超音波から身を守るための方法や対策、取り組みとして、

メンバーから寄せられたもの（私が使っている方法を含む）を取り上げます。 

 

◆街中や公共施設に設置されている超音波装置からの基本的な身の守り方には、下記のよ

うなものがある。 

 

●「超音波装置の付近では耳を手で覆う」 

●「超音波発生装置の前を走って通り過ぎる」 

●「超音波発生装置に背を向けて逃げる」 

●「最初から超音波発生装置の近くを通らない」 

●「迂回路をネットで調べてから外出する」 

●「人のいない場所では超音波発生装置に向かって声を出しながら通る」 

（ただし、単なる音量による相殺・ごまかし・プラシーボ効果であり、物理学的に正確な
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逆位相の超音波による相殺ではない。） 

 

【迂回路探索の例】超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索 

 

◆隣家や近所に設置されている動物除けの超音波装置からの身の守り方には、下記のよう

なものがある。大変な時間と労力、犠牲を伴う取り組みが主となってしまうが、自分自身

のみならず、自分の子供や近所の子供にも超音波騒音被害が及んでいるケースもあり、必

要に迫られて様々な取り組みを実践している方々もいらっしゃる。 

 

●「自宅の窓に超音波の遮断板を取り付ける」 

●「装置を設置している当該住戸に、装置の撤去や設置場所の変更（住戸から外に向けて

装置を設置するのではなく、敷地の端から住戸に向けて設置してもらう）、超音波や動物感

知センサーの調整（音域、音圧・音量、頻度、時間帯など）をお願いする」 

●「超音波が鳴り続けている時や、動物に対する機器のセンサーの感度が良すぎる時（遠

くに動物がいても機器が反応する設定にしていると思われる時）はすぐ注意し、常に音量

を下げてもらうようお願いする」 

●「当該装置のメーカーや機種が特定できれば、そのマニュアルをネットなどで探して読

み、超音波やセンサーの具体的な調整の仕方を当該住民に説明する」 

（ただし、聞く耳を持っていただけそうな住民に限る。） 

●「それらの調整をお願いするにあたり、合わせてホイヘンスの原理や等ラウドネス曲線、

若年者と高齢者の聴力の違い（特に高音域）、聴力の個人差などの物理学的事実を説明する。

なぜあなた（当該住民）には聞こえず、私（自分）には聞こえるかを、丁寧に理路整然と

説明する。（感情は入れないこと。）」 

（ただし、聞く耳を持っていただけそうな住民に限る。） 

●「故障して鳴らないときはそっとしておく」 

●「センサー横を通り過ぎて反応しなかったとしても、耳を塞ぐなど演技する」 

●「自治体や、自宅または当該住戸の管理会社（マンションやアパートの場合）の窓口・

担当者を通して、当該住戸へ訴える」 

（ただし、対応できないと回答されるケースがほとんどである。） 

●「当該住戸に近い側の自宅の部屋を利用せず、窓も開けない（物置部屋として使い、物

や窓を超音波の障害物として利用する）」 

●「自分が引っ越す」 

 

 このほか、下記のように、超音波問題以外からの対策も考えられる。 

 

●「当該住戸が装置を設置する原因となっている野良猫などへの対策に取り組む（自治体・



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

39 

 

保健所などに相談し、餌をやっている人を注意してもらうなど）」 

 

 ただし、どんな対策をとるにせよ、全ては超音波知覚者側の自衛手段の他なく、知覚者

本人に多大な労力がかかることは避けられず、当該住民とのトラブルに発展する可能性も

残される。 

 ほとんどの場合、当該住民から「あなたの耳のほうがおかしい」、「あなたが引っ越せば

いい」、「自分の敷地だから、設置するのは私の自由だ」などと理不尽な返答をされるパタ

ーンで交渉は始まる。しかしながら昨今、音源が敷地内に設置されていても、近隣住民に

大音量の音楽や大声、罵詈雑言を浴びせた事案が違法（刑法・民法の双方の違反）や条例

違反となっているように、超音波騒音についても、このような当該住民の主張は法理論上

も認められないと考えられる。 

 

◆超音波の伝播方向には著しい指向性があるが、人工超音波には特に著しい指向性がある。

従って、しばしば以下のような防御方法が使える。 

 

●前頭部、後頭部、頭頂部を超音波が鳴っている方向と真向かいになるようにすると（両

耳を結ぶ直線を超音波の伝播方向と垂直にすると）、聞こえなくなる場合がある。 

 ただし、一部のメーカーのネズミ駆除器に対しては効果がない。 

 また、大抵の装置は歩道に対して垂直方向に超音波を発しているため、顔を左右に向け

て歩行することとなり、危険である。装置に顔を向けて後ずさりするような行動も、街中

では危険である。先述のように「超音波発生装置に背を向けて逃げる」場合以外は、あま

り実践的とは言えない。 

 

●すべてのメーカーの装置の超音波とは限らないが、耳を手で覆うだけで聞こえなくなる

場合が多々あるので、超音波装置の付近を通行する際には、耳を手で覆ってみるとよい。 

 

●晴れや曇りの日には、個々人にとって自分で恥ずかしくない程度に、手や書籍などで耳

を覆う方法が最善である。超音波が鳴っている方向に傘を向ける（傘で超音波を遮る）方

法も有効だが、これだけでは超音波を遮ることができない場合もある。 

 雨の日には、超音波が鳴っている方向に傘を向けるだけで、かなりの確率で聞こえなく

なる。周囲の人からも、特異な行動だとはあまり思われないため、特に羞恥心を覚えずに

済む。 

 

◆超音波知覚者の聴覚による超音波の聞こえ方は、ホイヘンスの原理や等ラウドネス曲線

に従う。不快感は、音源装置に接近するほど大きくなる。 
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◆超音波知覚者のうちの共感覚者（音波が視覚や嗅覚などにも感じられる一部の人）によ

る超音波の見え方（匂い方、体感の仕方など）は、必ずしもホイヘンスの原理や等ラウド

ネス曲線に従わない。超音波・電磁波・化学物質など、様々な波動と物質の伝播の仕方に

従う。 

 これら共感覚者にとっては、傘などを使っても聴覚上の不快感のみしか遮断できないの

で注意。 

 

◆ヘッドフォンで大音量で音楽を聴きながら耳をふさいでいればよいというのは間違い。

ヘッドフォン装着による外出の常態化は、聴覚や三半規管、健康の衰えの要因の一つ。元

よりネズミ駆除器の超音波が聞こえる人にはヘッドフォンやイヤホンが苦手な人が多いよ

うではあるが、念のため、常識的な範囲で日々行動すること。 

 

※ このページの執筆にあたっては、近隣住戸に設置されている超音波発生装置からの超

音波に困り、様々な対策を講じておられるミミ様より多大なご協力を頂きました。この場

をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 

【参考】代表者岩崎純一による過去の報告 

●僕が歩けない場所 

●超音波を感知する共感覚についての考察 

●スーパーマーケットの超音波 vs 僕 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第七章 最近の超音波事情 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 3 月 13 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

    産業技術総合研究所（AIST）を訪問 
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    「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」（サイエンスニュースによる

インタビュー取材） 

    宮本拓海氏との合同調査（フィールドワーク）、岩崎の超音波知覚の検証 

    超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内

～ 

    超音波聴覚の軍事技術・洗脳技術への転用や日本企業による研究 

    @nifty：デイリーポータル Z：バビビビビ！街のあの怪音波めぐり！ 

    電磁波聴覚に関するツイート 

    東京スカイツリータウン、超音波知覚者にとっては厳しい場所か 

    LED（発光ダイオード）について 

 

 

産業技術総合研究所（AIST）を訪問 

 

 岩崎純一 2016/5/8 記 

 

 産業技術総合研究所（AIST）を訪問し、超音波暴露問題に詳しい蘆原郁氏（人間情報研

究部門 主任研究員）に私の活動紹介や調査報告を行い、何らかのご協力をお願いしたとこ

ろ、多くの情報を下さった。 

（東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 の峯松信明教授と共に訪問した。） 

【ブログ記事】 産業技術総合研究所（AIST）を訪問（超音波知覚研究） 

 

 

「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」（サイエンスニュースによるイン

タビュー取材） 

 

 岩崎純一 2016/1/26 記 

 

 岩崎がサイエンスニュースより超音波知覚についてのインタビュー取材を受けました。 

 

●「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」 

（サイエンスニュース、2016 年 1 月 25 日） 

 

 岩崎のブログでも紹介しています。 

●ブログ記事 
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宮本拓海氏との合同調査（フィールドワーク）、岩崎の超音波知覚の検証 

 

 岩崎純一 2015/10/10 記 

 

↓ コウモリ研究者の宮本拓海氏と実施した合同調査（フィールドワーク）の計画書およ

び報告書を以下のページに掲載しました。 

 

「コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の検証」ページ

内 

 

◆2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音波装置の設置

箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証のためのフィールドワーク」 

2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク計画書 2015 年 9 月 22 日 超音波フィールド

ワーク報告書 

 

 

超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内～ 

 

 岩崎純一 2015/7/20 記 

 

 ブログ記事を掲載しました。 

●超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内～ 

 

 

超音波聴覚の軍事技術・洗脳技術への転用や日本企業による研究 

 

 岩崎純一 2014/4/7 記 

 

 以下に、超音波や電磁波を利用した世界の最新の軍事技術・洗脳技術や音響技術を列挙

しておく。今後多くの懸念が予想されるが、日本政府の立場が気になるところである。 

 

 ブログ記事「米国の諜報活動（米軍・NSA・CIA などの通信監視計画「PRISM」を例に）」

も参照されたい。（「PRISM」は、実在が内部暴露されたことを機に、日本でも NHK など

による報道で言及された。） 
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◆米国防総省 国防高等研究計画局（DARPA） 

兵士の脳に埋め込む超音波情報受信装置や超音波マインドコントロールデバイスの開発 

 

◆LRAD（Long Range Acoustic Device・長距離音響装置） 

：米軍がイラク戦争などで使用した（名目上は非殺傷の）音響兵器 

米軍がイラクに投入する新たな非殺傷兵器は「音」 

 

◆音響兵器 

Wikipedia の説明 

 

◆マイクロ波聴覚効果（フレイ効果・Microwave auditory effect） 

：超音波ではなく電磁波が持つ効果だが、関連性があるため掲げておく。 

Wikipedia の説明 

 

◆脳内音声兵器 

：超音波ではなく、上記のマイクロ波聴覚などの電磁波聴覚を利用した音声兵器だが、関

連性があるため掲げておく。 

Wikipedia の説明 

 

◆三菱電機エンジニアリングの開発 

：超音波が空気中を伝播する際に発生するひずみ成分を利用して可聴音を得ているため、

当コミュニティが扱う「超音波そのものの五感・共感覚による知覚」とは異なるが、関連

性があるため掲げておく。 

パラメトリックスピーカー（超音波トランスデューサー）システム 

 

◆パラメトリック・スピーカー 

Wikipedia の説明 

 

 

@nifty：デイリーポータル Z：バビビビビ！街のあの怪音波めぐり！ 

 

 岩崎純一 2013/5/17 記 

 

 ネット上で、当コミュニティと同様の超音波散策をして公開しているサイトを見つけた

ので、以下にリンクします。 
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 実際には、街中で耳にする超音波発生装置は、このサイトに書かれているような「ネズ

ミよけ」の装置だけではなく、超音波センサー式自動ドア、コンクリート等の非破壊検査

用超音波機材、超音波洗浄機など、様々なものがあり、出ている超音波も様々ですが、珍

しく男性による散策とその結果が載っているサイトであるので、意義深いと思います。 

 

@nifty：デイリーポータル Z：バビビビビ！街のあの怪音波めぐり！ 

 

 

電磁波聴覚に関するツイート 

 

 岩崎純一 2013/5/17 記 

 

 当コミュニティメンバーの「超音波知覚」とは異質のものであるが、ツイッターで「共

感覚」の話題について語る中で（2013 年 2 月 23 日付）、「電磁波聴覚」の話題を出したの

で、ここに転載しておく。電磁波聴覚の中でも特に知られているのが、軍事レーダーのパ

ルス波が起こすフレイ効果によって脳内で発生するマイクロ波聴覚である。米軍・米諜報

機関・WHO・米国科学者連盟など、米国の機関を中心に今も研究が行われている。 

 

※ 以下、原文ママ 

 

 最近、学校の自由研究のテーマに共感覚を選んだという中学生・高校生からの質問を受

け、嬉しく思って色々と答えたが、ある子は「自分のクラスには共感覚者は一人もいませ

んでした」との結果を出し、別の子は「クラスの 7 割くらいが共感覚者でした」との結果

を出していた。 

 また、質問者の子以外はクラスで一人も共感覚を知らなかったケースがあったかと思え

ば、クラスのほぼ全員が共感覚を知っているケースもあった。 

 このような極端な差異は、読んだ文献の「共感覚」の定義の違い、その子の質問・アン

ケートの仕方や言葉遣いの特徴、共感覚を語れるだけのクラスの雰囲気の有無によるもの

で、検証済みの狭義の共感覚（音波に色が見えるなど）を持つ子の割合とは無関係だと感

じた。 

 ところで、私は決して軍事や新宗教や違法薬物に詳しいわけではないが、ただ、そうい

った物事に（毅然とした態度で臨むために）関心を持って過ごしていると、やはり共感覚

との関連で色々と考えるところがあるのも、また事実であるので、今から少し書いておく。 

 海外の研究報告に、「非共感覚者でも、LSDを使えば共感覚者と同じ知覚体験が得られる」

というものがあり、日本の共感覚者にもよく知られた事実だが、これについても中学生か

ら「なぜそんな事実が分かったのかご存知ですか」とよく聞かれるため、慎重に、しかし
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率直に答えている。 

 もちろん現在では、LSD などの薬物を使用した犯罪者や精神疾患者が「光に音が聞こえ

る」などと訴えたのを研究者が報告するのが普通であるが、それ以前に、第二次大戦・冷

戦期の米軍やCIAが妊婦などに洗脳作戦の一環としてLSD投与実験をしたことなどから分

かったことである。 

 MK ウルトラ作戦をはじめとするそういった洗脳活動の過程で、LSD が五感の融合＝共

感覚を引き起こすこと（換言すれば、共感覚者はすでに LSD服用後と同じ知覚体験を有し

ていること）が報告されているが、軍事以外にも宗教（特にカルト）が洗脳活動の一環と

して薬物を利用してきた。 

 また、以前もツイッターで、実在が検証済みである従来の「共感覚」を、芸術用語のそ

れと区別して「電磁波聴覚」や「音波視覚」と名付けたらどうか、と提案したが、本当は

これらの名称も、私独自のものではなく、やはり冷戦期の軍事・諜報活動用語、新宗教・

カルト用語であった。 

 電磁波聴覚の中でも特に研究されていたものにマイクロ波聴覚がある。主に軍事レーダ

ーのパルス波が起こすフレイ効果によって脳内で発生し、米軍・米諜報機関が研究してい

たが、現在は特に機密と言うわけではなく、WHO・米軍・米国科学者連盟などが定義をお

こなっている。 

 今は軍事・宗教とは関係のない共感覚の記事がよく載っている『WIRED』などの雑誌で

も、冷戦後創刊ながら、かつてはこれら LSDによる共感覚出現や米軍・諜報機関・宗教カ

ルトによる知覚改変兵器開発などが普通に紹介されていた。 

 第二次大戦・冷戦期に進んだこういった薬物・科学技術の研究は、現在も米軍や CIA に

よって行われているのだろうが、日本で「知覚・意識の改変・変容」「洗脳」と言えば、何

と言っても、先の中学生たちが生まれる前の、一連のオウム真理教の事件と教義を思い出

す。 

 これは私のような狭義の（音波に色が見えるなどの）共感覚者が非常に慎重になって気

を付けなければならないことで、先の中学生たちにも言ってみているが、共感覚は一つ間

違うと軍事・宗教分野でカルト的に利用されるおそれがあるのだという点は、常に頭に入

れておいて損はないと思う。 

 これら LSD などの薬物の影響も、脳内の記憶や意識の改変・抹消装置の開発も、先の団

体が「救済」と称して研究していたものだ。いずれにせよ、今でもこういった話題に飛び

つきやすいのは、軍事・諜報機関であり、宗教カルトであり、「現代の自我」に迷う私たち

一人一人なのだろう。 

 共感覚が「科学的に検証済み」どころか、非常に巧みに「軍事的・宗教的に利用中」で

もあるというのは、一見理解しがたい。ところが実際は、「軍事的・宗教的に効果があるか

どうかを知りたいから、検証する」研究者や宗教者がいるから科学が発展するのだ、とい

う面もある。 
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「共感覚」の存在が今日まで忘れられなかったのは、科学・軍事・諜報技術を米ソが競い

合った冷戦時代と、「現代の自我」に迷う一般大衆が作り上げたカルト宗教ブームがあった

からだとも言える。後者については今も、少なくない日本人が危うい気質を持っているの

ではないかと感じる。 

 そして現在、「自我の救済」・「自分探し」・「未来の自分像」・「自己啓発」といったことま

でを「共感覚」で言い換える人を時々見かける。私としては、先の中学生・高校生たちが

そういった方向性での共感覚の普及に対して超然とした人間でいてくれることを願ってい

る。 

 

 

東京スカイツリータウン、超音波知覚者にとっては厳しい場所か 

 

 岩崎純一 2012/6/3 記 

 

 東京スカイツリーは、むろん電波塔としての役割を担っており、電磁波過敏については

現在のところ当コミュニティの主旨でもない。ただし、私たち超音波知覚者にとっては、

観光施設として見た場合、このせっかくの東京スカイツリータウン（東京スカイツリー、

東京ソラマチなど）は厳しい一帯のようである。 

 むろん、訪れなければよい話ではあるが、訪れなければ分からないので、何人かが接近

してみたところ、付近の道路を通行した超音波知覚者の中に、スカイツリー近辺や東京ソ

ラマチ近辺からの超音波に不快感を覚える人が出てきている。 

 また、『週刊ポスト 2012 年 6 月 8 日号』において、以下のような面白い記事が掲載され

た。かえってこのようなスカイツリータウンの集客上の問題点を挙げるのは、週刊誌くら

いしかないのかもしれない。 

 

（引用始め） 

 開業初日に訪れた夫婦・家族問題コンサルタントの池内ひろ美氏によれば入り口付近で、

娘さんが「モスキート音がひどくて耐えられない」と顔をしかめていたという。モスキー

ト音とは、子供や若い人にしか聞こえない超音波のことで、公園などに若者がたむろする

のを防ぐ目的で設置されることもある。 

 東京スカイツリータウン開業広報事務局に問い合わせると、「出入り口に 4 か所程度、ネ

ズミの侵入を防止するために超音波を発生する装置を設置している。現時点で、問い合わ

せや苦情はない」とのこと。子供が気にしたら、こう説明してあげてみたらどうだろう。 

（引用終わり） 

 

 実際には数人が当該事務局などに問い合わせているので、そのような子供への説明でよ
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いとは到底思えないが、いずれにせよ、これから訪れようとしている人は気に留めておこ

う。 

 超音波に「母親気づかずして娘気づく」、というパターンはよくあるので、親子の会話を

きちんとすることが無駄な不快感を防ぐカギなのかもしれない。 

 

 

LED（発光ダイオード）について 

 

 岩崎純一 2012/6/1 記 

 

 いかなる文明の産物にも、一長一短があると思います。LED は、蛍光灯や白熱灯などの

従来の光源に比べて、紫外線や赤外線を出さない、安価である、寿命が長い、などの利点

があります。 

 一方で、その光の伝播の指向性の高さや波長分布の人工性から、LED で照らした屋内に

いると、頭痛、めまい、吐き気などを生じる人がいることも事実で、私も気分が悪くなっ

てしまうことがあります。LED の持つ蛍光灯や白熱灯に対する関係は、ちょうどこのコミ

ュニティで取り上げている人工超音波の持つ楽器音や自然音・動物の鳴き声に対する関係

に似ているようです。 

 機会があれば、LED の利点と問題点についても取り上げていきます。 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第八章 超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 9 月 28 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 「日本一長い地下通路」の拡大図は別添資料を見よ。 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

    日本一長い地下通路を使った超音波迂回路を考える（大手町～二重橋前～日比谷～銀
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座～東銀座までの 4050m） 

    超音波発生装置過密地区の装置の一覧、および装置を多く設置している施設の一覧 

    超音波発生装置過密地区を中心とする都内超音波スポットの探索年月日と探索場所 

 

↓こちらのマップをご覧いただきながらお読みいただくと分かりやすいです。 

都内超音波スポット報告マップ 

 

2015/10/10 

↓ コウモリ研究者の宮本拓海氏と実施した合同調査（フィールドワーク）の計画書およ

び報告書を以下のページに掲載しました。 

 

「コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の検証」ページ

内 

 

◆2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音波装置の設置

箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証のためのフィールドワーク」 

2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク計画書 2015 年 9 月 22 日 超音波フィールド

ワーク報告書 

 

↓こちらのブログ記事も合わせてご覧下さい。 

◆疑似科学にまつわる懸念 ― 疑似科学ではない超音波知覚と疑似科学である動物駆除

超音波装置を例に ― 

◆超音波知覚やモスキート音知覚に関するリンクのメモ（ネット上の相談やまとめ、超音

波発生装置に害虫除け効果が認められないことを検証した科学実験など） 

◆超音波散策の写真（超音波発生装置の設置スポット） 
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日本一長い地下通路を使った超音波迂回路を考える（大手町～二重橋前～日比谷～銀座～

東銀座までの 4050m） 

 

 

 

 

拡大図は別添資料を見よ。 

 

 岩崎純一 2013 年 4 月 21 日 初筆、2015 年 5 月 24 日 改訂 

 

 現在利用されている日本一長い陸上の地下通路は、大手町より日比谷を経由して東銀座

に至る地下通路であると思われる。大手町から東銀座へと抜けるには、日比谷経由のルー

ト以外に、八重洲・有楽町の地下を経由するほぼ同じ距離のルートを通ることも可能だが、

こちらは通路・乗り換えルートというよりは、地下街である。 

 いずれにせよ、この二つのルートが日本最長の陸上の地下空間であることは、2011 年 4
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月 27 日付の日経新聞にも、（一財）都市みらい推進機構内に事務局を置く都市地下空間活

用研究会の調査結果として掲載されていた。 

 そして、この地上部分のうち銀座以西は、ちょうど私が命名した「超音波発生装置過密

地区」に当たる。町丁は丸の内二丁目・三丁目である。（マップ参照） 

 大手町・丸の内の地上部分の超音波発生装置過密の実態は、当コミュニティに限らず、

超音波知覚者の間ではよく知られた事実のようである。ネット上にも、以下のように、こ

の一帯で超音波やそれに近い高周波音が聴こえた（体感された）と訴える人の書き込みや

調査が見られる。多くの人がそのような知覚能力者の存在を認めてはいるが、一般のネッ

トユーザーや装置の製造・販売業者側からの批判や否定も少なからず見られる。 

 本来、「モスキート」（「蚊」の意味）とは、若年者のたむろ防止のための高周波音（超音

波ではない）の発生装置のうち、米国で開発され英国の企業 Compound Security Systems 

により販売されているもの（特定の製品名）を指すが、現在日本では、「高周波音」や「超

音波」などがまとめて「モスキート音」などと呼称されており、以下の書き込みで見られ

る「モスキート音」の語も、「高周波音」や「超音波」を（不適切ではあるが）まとめて呼

称したものと思われる。従って、実際に超音波が聞こえているネットユーザーらによる書

き込みであることには間違いない。 

 人間（特に若年者）にあえて聞かせることを目的とする高周波音発生装置としての「モ

スキート」やその類似製品は、当然ながら超音波よりも低い音高の高周波音を発生させて

おり、実際に足立区が「モスキート」を設置し、若年者追い出し効果を試験したことは記

憶に新しい。しかし、以下の書き込みは、必ずしもそのような「モスキート音」ではなく、

やはり超音波であると見てよいだろう。 

 

【2015 年 5 月 27 日分 追記始め】 

 

 ちなみに余談だが、若年者の追い出し効果ならまだしも、最近は、このような高周波音

を発生させるスマートフォン向けのアプリが「虫よけアプリ」・「蚊よけアプリ」などとし

て出回っているが、報告者、超音波機器、注意事項でも述べたように、疑似科学にすぎな

いと考えられる。以下に述べる丸の内地区の超音波動物駆除装置などの中にも、「人間には

聞こえない」と謳われていながら一部の人間には聞こえ、かつ「動物駆除効果がある」と

謳われていながら効果がない装置があるならば、それらを製造・販売している業者は、や

はり社会的に問題視され法的に処分もされるべきであると考える。 

 

【2015 年 5 月 27 日分 追記終わり】 

 

●銀座・有楽町辺りを歩いていると、モスキート音のよう不快な音をよく耳にします。 

●東京駅八重洲口あたりのモスキート音 
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●東京駅の地下街で聞こえる「ピーン」という高い音は何ですか？ 

●【2015 年 5 月 24 日 リンク追記】：【疑問】商業施設「KITTE」の地下入口でなぜモス

キート音らしきものが聞こえるのかその理由を聞いてみた 

 

【2015 年 5 月 24 日分 追記始め】 

 

 丸の内地区の話題に戻るが、この地区は、地下駐車場である丸の内パークイン（PARK-IN）

とほとんど同じ敷地に該当する。ただし、駐車場の出入口は地上にあり、ネズミ駆除装置

などの超音波発生装置は出入口に設置されていることが多いため、むしろ以下のように、

駐車場の周囲をめぐる地下道を超音波迂回路として利用できるわけである。 

 

【2015 年 5 月 24 日分 追記終わり】 

 

 繁華街である八重洲・有楽町の地下ルートに対し、日比谷ルートのほうは、ところどこ

ろに店舗が見られるのみである。銀座以西の部分は、北端の大手町駅付近を除いては店舗

が一軒も存在せず、駅の改札付近以外は人通りも少ない。大手町と日比谷を結ぶ南北の地

下道部分は、未使用のプラットホームや階段の遺構を有する（通行時にその一部を見るこ

とができる）一方で、直下を東京メトロ千代田線と都営三田線が並走し、近隣の大企業オ

フィスへの通勤者や宮内庁関係者などが利用する二重橋前駅の改札口を有する。 

 当コミュニティでは、この日比谷経由の地下道を「地上の超音波の迂回路」として利用

できないかと考え、ここ一年ほど、当コミュニティのメンバーそれぞれに、この近辺に用

件のある機会を利用し、地上と共にこの地下道をも散策してきた。強大な超音波の発生装

置の設置箇所、および散策した年月日をページ下方に示した。 

 

 

 

 ところが、この地下道沿いにも、何箇所かに強大な超音波の発生装置が設置されている

ことが分かった。これらの設置箇所では、一度地上に出たほうが身体的負担が小さいケー

スもあるため、マップや地下道図を参考にしていただければ幸いである。 
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 一般に、超音波は指向性が強く、障害物があれば遮ることが可能だが、これほど集中的

に設置されている地域では、全ての超音波を遮断しながら歩行することは不可能であり、

また危険でもある。ネズミ駆除装置については、ネズミが活動する天井裏に隠して設置し

てあるケースもあるが、装置が通路から直接見えないだけで、通路方向を向いた隙間があ

れば超音波は漏れてくる。 

 地下道部分については、すでに徒歩で網羅しているが、地下道・地下鉄のさらに下層に

存在する巨大トランクルーム、貯水槽、コンプレッサー施設、金庫、多くの予備トンネル

等については、ほとんど探索できておらず、我々一般都民の手続きの範囲内で入場可能な

場所のみにとどまっている。 

 

【2015 年 5 月 7 日分 追記始め】 

 

 ただし、2013 年半ば以降は、私の仕事の関係で、地下のトランクルームには頻繁に訪れ

るようになったほか、新東京ビルや東京銀行協会ビルなどの地上のビルの内部にも入るよ

うになったため、地下・地上共に現状を広く観察することができている。 

 

【2015 年 5 月 7 日分 追記終わり】 

 

 地下道部分も、ほとんどが地上部分と同じ町丁・地番であるが、この一帯は、階ごとに

地番・郵便番号が異なる土地やビルがあるほか、昼間人口が夜間人口のおよそ 20 倍に達し

ており、国勢調査においても住民登録（居住者）が極めて少ないなど、日本でも特異な一

帯である。 

 この一帯の超音波発生装置が設置されている該当のビルのテナントや、違法悪質業者の

超音波発生装置に関する苦情を受け付けている公正取引委員会や消費者庁に対し、メンバ

ーおよび私が確認を取ったところ、この一帯には、日本製・外国製を問わず、ネズミ駆除

装置、超音波センサー型の自動ドア、路上・地下駐車場のパーキングメーター（精算機）

などが集中的に設置されていること、また、超高層ビル群・メガバンク（巨大都市銀行）・

気象庁・皇居の防衛など、国防・セキュリティの上で排除できない超音波装置や、高度機

密の学術研究用の超音波装置が設置されていることが分かってきている。 

 ただし、後者の詳細については、国や区や研究機関は公表するはずもなく、我々一般国

民にとっては概要を知ることしかできない。特に地下道は、人通りが少なく、また警備員

や駅員の配置も難しいため、超音波式の監視センサーも設置されているものと思われる。 

 

【参考ブログ記事】米国の諜報活動（米軍・NSA・CIA などの通信監視計画「PRISM」を

例に） 
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【2015 年 5 月 7 日分 追記始め】 

 

 2015 年 5 月 6 日以降、東京タヌキ探検隊！・東京コウモリ探検隊！隊長で「いきもの通

信」発行者の宮本拓海氏より貴重な情報・ご提案を頂いているので、最近の超音波事情に

まとめて掲載させていただき、私の考察も追記している。宮本氏には深く謝意を表したい。 

 

【2015 年 5 月 7 日分 追記終わり】 

 

 ともかくこれらは、別頁に示したような違法悪質業者によるネズミ駆除装置や、それよ

りも低い音域の高周波音を発生させる若者撃退装置といったものでないことは確実だろう。

我々一般都民（というより、都政・区政側）が思いつくことと言えば、二重橋前駅側から

お濠を泳いで皇居に侵入を試みる者への対策としてモスキート音の不快感自体や超音波監

視センサーを利用するという程度のものだろうが、少なくとも大手町・丸の内・皇居周辺

の装置は、そのような滑稽な目的だけのものではないだろう。 

 また、昼夜人口の大きな差を利用して、一部の装置は夜間に極めて強大な音圧で超音波

を発生させている。元より上記のように、ネズミ駆除や若者撃退が主目的ではなく、安全

保障や音声学・建築学・都市工学・気象学・地球科学などの研究のためであると考えられ

る。 

 確かに、この一帯の超音波装置からの超音波は、共感覚上も、悪質業者の装置からの超

音波とは異なって知覚されていることが多いが、ともかくも、知覚していて気分のよいも

のでないことは否めない。 

 

 

 

 しかし、不思議な点もいくつかある。 

 まず、センサーに超音波を用いる自動ドアは、欧米で主に使用されているものであると

いう点である。日本においては大手町・丸の内などいわゆる都心部で局所的に設置されて

いるのである。この地区に限って外国製の超音波センサー式自動ドアが積極的に設置され

ている理由は、我々素人には一目では分かりにくい。 

 この一帯には、超音波センサー式自動ドアに限らず、エレベーター等も外国製・外資系



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

54 

 

企業製のものが多く、たびたび整備不良や経年劣化による死亡事故を起こし、国内の新規

受注が停止したシンドラー社製エレベーターの稼動も今なお見られる。 

 以下の記事にもあるように、行政・公共施設に外資系企業製の自動ドアやエレベーター

が集中している理由は、コスト削減を掲げる行政・公共施設が競争入札により業者を決め

ているため、最も低価格を示した外資系企業の製品を導入するからだと考えられる。 

 

●シンドラーエレベータ 公共施設に集中なぜ 

 

【2015 年 5 月 24 日分 追記始め】 

 

 超音波センサー式の自動ドアについては、最近はこの地域でも新規設置が減少しており、

既存のものの撤去や交換も進んでいることから、数は少なくなってきているようである。

しかし、これはあくまでも通行者の検知システムの変更のみを意味するようで、外資系企

業製品の導入は相変わらず進んでおり、シンドラー社製エレベーターも行政・公共施設に

集中している。 

 

【2015 年 5 月 24 日分 追記終わり】 

 

 先述した足立区などが設置しているモスキート装置は、同じくほとんどが外国製のもの

であるとは言っても、作りはもっと簡易・雑で、この程度であれば、元よりその信憑性を

疑っている都民・区民も多いであろう。しかし、大手町・丸の内・皇居といった、国家運

営にとって最重要の一帯に、なぜ三菱・日立・東芝といった日本製の良質な装置を積極的

に分布させないのかが、今一つ不明である。 

 そういえば、今回の福島第一原発事故に伴う高濃度汚染水浄化設備の提供も、フランス

のアレヴァ社から受けている。土壇場で外国製に頼るこの国の足元の危うさというものが

うかがい知れる。 

 この大手町・丸の内一帯は、明治期以降、お雇い外国人や日本のインテリ建築家により

当時のハイカラぶりを反映して設計・建造された区画・建造物が多く残るが、現在でも欧

米の最先端科学の内密の実験場のような役割を担っているのかもしれない。 

 JP タワーや東京銀行協会ビルジングのような欧米風のファサード保存建築もあり、指向

性の高い超音波が様々な建材に秩序なく衝突・反射しており、これらが知覚される敏感な

者にとっては耐えがたいとしか言いようがない場所も多く存在する。 

 二つ目の不思議な点としては、かつてのオウム真理教による地下鉄サリン事件や日本シ

ャンバラ化計画・11 月戦争計画のように、天皇・閣僚・国会議員の殺戮、国家転覆を狙っ

たカルトによるテロの標的となるいわゆる「都心部」は、霞が関や永田町までをも含むは

ずであり、なぜ大手町・丸の内に集中的に超音波センサー式自動ドアや超音波発生装置の
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設置が見られるのかということである。 

 考えられる理由としては、霞が関・永田町は「国家・政治の中枢」である一方で、大手

町・丸の内は「巨大企業（外資系企業）・経済・交通の中枢」であることが挙げられるのだ

ろう。ヒト・モノ・カネが目まぐるしく出入りする玄関口は、やはり大手町・丸の内のほ

うであると言える。 

 大手町・丸の内が皇居の正面であることも、確実に影響しているであろう。皇居に正対

している地区であることを理由に、かつてこの一帯は高層ビルの建築が制限されていたが、

制限緩和以降は超高層ビルが相次いで建てられるようになった。これに追い打ちをかける

ように、今回の東京駅の復元工事にあたり、JR がその工費およそ 500 億円を「空中権」の

売却によって捻出したため、周囲のビルの高層化が加速することとなった。 

 これらの要因により、ホイヘンスの原理を巧みに利用して製造された指向性の高い超音

波センサーが有用性を増したことは確かであろう。 

 

↓↓現時点における上記地下通路の強大超音波発生装置設置箇所（敏感な超音波知覚者は

地上を通行するほうが望ましい箇所） 

 

●強大超音波発生装置設置箇所（大手町・二重橋前・日比谷・銀座・東銀座の地下通路）：

PDF ファイル 

強大超音波発生装置設置箇所 

 

●強大超音波発生装置設置箇所（大手町・二重橋前・日比谷・銀座・東銀座の地下通路）：

Sketchfab での 3D手動映像。SketchUp で制作。 

 

 

超音波発生装置過密地区の装置の一覧、および装置を多く設置している施設の一覧 

 

◆ネズミ防除装置◆ 

★超音波防鼠機「ネコのささやき」の紹介ページ（株式会社シー･アイ･シー） 

★超音波防鼠器シリーズ ソニックバリア・ネオ（イカリ消毒株式会社） 

 

◆パーキングメーター（精算機）◆ 

★時間制限駐車区間 案内地図（警視庁） 

★丸の内パークイン（PARK-IN）：地上の出入口にはネズミ防除装置も設置しており、駐車

場を利用しない一般の地上の歩行者としての超音波知覚者にとっては、パーキングメータ

ーよりも気がかりなところである。 
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超音波発生装置過密地区を中心とする都内超音波スポットの探索年月日と探索場所 

 

↓↓地下通路およびその周辺の散策年月日 

 

★探索者 

 聴覚・・・岡蝶子さん 

 共感覚・・・pichiki さん、香織さん 

 聴覚・共感覚・・・ポチ子さん、岩崎純一 

 聴覚・体性感覚・・・雪実少納言さん、にょこさん 

 バットディテクターによる調査・・・宮本拓海氏 

 

◆2011 年 

・4/23 御茶ノ水の神田川より南、新御茶ノ水・小川町・淡路町・神田の周辺の超音波装置

を探索 

・6/9 東銀座側から大手町までの地下通路、行幸地下通路および丸の内ビル・新丸の内ビル・

東京駅・大丸の周辺の超音波装置を探索 

・7/7 銀座三越の周辺の超音波装置を探索 

・7/26 麹町周辺の超音波装置を探索 

・8/24 麹町周辺の超音波装置を探索 

・10/13 大手町以北、竹橋・神保町の周辺の超音波装置を探索 

・11/5 御茶ノ水の神田川以南、新御茶ノ水・小川町・淡路町・神田の周辺の超音波装置を

探索 

・11/22 東銀座側から大手町までの地下通路および行幸地下通路の超音波装置を探索 

◆2012 年 

・2/22 大手町の地上および地下空間（地下 1 階～地下 5 階）の超音波装置を探索 

・2/25 帝国ホテル内部とその周辺から、有楽町マリオン、銀座松屋までの超音波装置を探

索 

・2/28 大手町の地上および地下空間（地下 1 階～地下 5 階）の超音波装置を探索 

・4/10 大手町以北、竹橋・神保町の周辺の超音波装置を探索 

・5/23 東京銀行協会ビル周辺の超音波装置を探索 

・5/29 大手町以北、竹橋・神保町の周辺の超音波装置を探索 

・（6/3 当ウェブサイトを開設） 

・6/6 大手町の北、竹橋・神保町の周辺の超音波装置を探索 

・6/20 東京駅・大丸の周辺の超音波装置を探索 

・10/13 御茶ノ水の神田川以南、新御茶ノ水・小川町・淡路町・神田の周辺の超音波装置
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を探索 

・11/6 銀座三越の周辺の超音波装置を探索 

◆2013 年 

・1/12 東銀座側から大手町まで地下通路の超音波装置を探索 

・1/15 東銀座側から大手町まで地下通路の超音波装置を探索 

・1/16 東銀座側から大手町まで地下通路の超音波装置を探索 

・1/19 大手町側から東銀座まで地下通路の超音波装置を探索。再び大手町へ引き返す 

・1/23 大手町側から東銀座まで地下通路の超音波装置を探索。再び大手町へ引き返す 

・2/23 帝国ホテル内部とその周辺から、有楽町マリオン、銀座松屋までの超音波装置を探

索 

・4/17 大手町側から東銀座まで地下通路の超音波装置を探索 

・4/19 大手町側から東銀座まで地下通路の超音波装置を探索 

・5/21 東銀座側から大手町まで地下通路の超音波装置を探索 

・9/22 大手町・東京駅・有楽町・銀座周辺の超音波装置を探索 

◆2014 年 

・1/17 銀座、丸の内、大手町地域を探索 

・3/1 銀座、丸の内、大手町地域を探索 

・3/11 銀座、丸の内、大手町地域を探索 

・5/27,28 銀座、丸の内、大手町地域と、池袋駅、池袋駅併設のデパート、池袋駅周辺地域

を探索 

・6/3,4 銀座、丸の内、大手町地域と、池袋駅、池袋駅併設のデパート、池袋駅周辺地域を

探索 

・6/7 銀座、丸の内、大手町地域と、池袋駅、池袋駅併設のデパート、池袋駅周辺地域を探

索 

・6/10 銀座、丸の内、大手町地域と、池袋駅、池袋駅併設のデパート、池袋駅周辺地域を

探索 

・7/1 中央線沿線を探索 

・8/2 池袋駅、池袋駅併設のデパート、池袋駅周辺地域（これ以降、単に「池袋」と表記す

る）を探索 

・8/23 池袋を探索 

・9/6 池袋を探索 

・9/27 池袋を探索 

・11/8 銀座、丸の内、大手町地域と、池袋を探索 

・12/20 銀座、丸の内、大手町地域と、池袋を探索 

◆2015 年 

・2/7 銀座、丸の内、大手町地域を探索 
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・2/26 西武池袋線沿線（池袋～大泉学園）を探索 

・3/14 この日に開業した上野東京ラインに乗った後、沿線を探索（開業に伴う周辺地域の

超音波装置の設置状況の変化はなし） 

・5/16 新橋、浜松町周辺を探索 

・5/17 以降随時 日比谷?丸の内一帯を探索（コウモリ研究者 宮本拓海氏のバットディテク

ターによる調査） 

・9/22 コウモリ研究者 宮本拓海氏との合同調査（フィールドワーク） 

◆2016 年 

・引き続き、都内を探索 

・4/4 産業技術総合研究所（AIST） 人間情報研究部門の蘆原郁主任研究員を訪問し、私の

活動紹介や調査報告を行い、何らかのご協力をお願いしたところ、多くの情報を下さった。 

（東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 の峯松信明教授と共に訪問した。） 

【ブログ記事】 産業技術総合研究所（AIST）を訪問（超音波知覚研究） 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第九章 コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の

検証 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 3 月 13 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

■コウモリ、タヌキ、ハクビシン、アライグマ、アナグマの在野研究者 宮本拓海氏からの

情報提供 

◆宮本拓海氏との合同調査（フィールドワーク）、岩崎の超音波知覚の検証 

◆宮本拓海氏からの情報提供 

宮本拓海氏との合同調査（フィールドワーク）、岩崎の超音波知覚の検証 

 

 岩崎純一 2015/10/10 記 
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 下記のコウモリ研究者の宮本拓海氏と実施した合同調査（フィールドワーク）について、

計画書および報告書を掲載する。 

 

◆2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音波装置の設置

箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証のためのフィールドワーク」 

 

●同フィールドワーク計画書（PDF） 

2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク計画書 

 

●同フィールドワーク報告書（PDF） 

2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク報告書 

宮本拓海氏からの情報提供 

 

 岩崎純一 2015/5/7～ 記 

 

 2015 年 5 月 6 日以降、東京タヌキ探検隊！・東京コウモリ探検隊！隊長で「いきもの通

信」発行者の宮本拓海氏より貴重な情報・ご提案を頂いているので、以下にまとめて掲載

させていただき、私の考察も追記している。 

 宮本氏は、超音波を可聴音に変換する機器「バットディテクター」を用いてコウモリの

発する超音波をとらえる研究などをきっかけに、街中の人工の超音波発生装置の現状も研

究されている。宮本氏には深く謝意を表したい。 

 今回、様々な情報を頂く中で、超音波発生機器の設置の現状およびそれに伴う超音波知

覚者の苦痛の現状について、「超音波公害」として扱ってはどうかという、非常に力強いご

提案をいただいた。今後は超音波が聞こえる人にとってよりいっそう苦痛な時代が到来す

るため、「譲歩しなくていい」部分はあるのであり、「警告を発しなければいけない」と考

えているとのことであった。 

 とりわけ都内超音波スポット報告マップおよび超音波発生装置過密地区の散策と迂回路

の探索に関する情報が多いので、これらのページも参照されたい。マップ上におけるネズ

ミ防除装置の具体的な位置情報もご提供いただいたので、マップ上に掲載している。 

 

【宮本拓海氏の実験や見解】 

●超音波と超音波騒音 

●いきもの通信 Vol. 578(2014/5/25) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターを使って

みたら川は超音波に満ちあふれていた 
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●いきもの通信 Vol. 587(2014/10/12) [東京コウモリ探検隊！]アブラコウモリの超音波を

録音してみた。そして長時間録音してみると… 

●いきもの通信 Vol. 589(2014/11/23) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターでコウ

モリ以外の超音波を探してみた 

●いきもの通信 Vol. 591(2015/7/12) [東京コウモリ探検隊！]超音波騒音に気付いています

か？ 

 

◆ネズミ防除装置に関する情報◆ 

 

●【情報（2015 年 5 月 6 日～21 日）】 

 都内超音波スポット報告マップや超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索で（岩

崎が）指摘している装置過密地区の装置は、バットディテクターを用いて現地調査したと

ころ、多くがネズミ防除装置のようである。これは本当に超音波公害だと考えている。 

 

 まだ推測ではあるが、シー・アイ・シー製やイカリ消毒製の装置が多いようである。 

★超音波防鼠機「ネコのささやき」（株式会社シー･アイ･シー） 

★超音波防鼠器シリーズ ソニックバリア・ネオ（イカリ消毒） 

 

●【情報（2015 年 5 月 7 日）】 

 ネズミ防除装置は、深夜だけ作動するようにシーアイシーなどに要求するのがいいかも

しれない。実際、一部の装置では昼間作動していないことが確認できるため、タイマーを

組み込むことは可能なはずである。 

 

●【情報（2015 年 5 月 6 日）】 

 マップの銀座六丁目高架下で確認される超音波は、ネズミ防除装置からのものであると

考えられる。中央区銀座六丁目 2-1、Daiwa 銀座ビルのひさしの天井部分にネズミ防除装置

が埋め込まれている。現在のストリートビューでもなんとか確認できる。 

 

●【情報（2015 年 5 月 7 日）】 

（超音波散策時に代表者岩崎が撮影した以下の）銀座六丁目高架下の写真を見ると、問題

のビルからけっこう距離があるのに参加者には超音波が聞こえているらしいことがわかる。 

★超音波散策の写真（超音波発生装置の設置スポット） 

20131117_06.jpg 

 

●【私の返信メールより転載（2015 年 5 月 7 日）】 

 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

61 

 

これらの情報につきましてはかなり役立ちます。 

ありがとうございます。 

 

何しろ、そうかなと予測だけつけておくのですが、耳や体が痛くてそれ以上近づけないの

で、困ることが多いです。 

散策の時にも「あれかな」と言い合って帰ってくるので、それ以上でもそれ以下でもない

散策しかできないのが現状です。 

仕事で銀座や日比谷から新東京ビルディングなどに行かねばならなかったりするときには、

遠回りしたり地下を通ったりしています。 

超音波測定機器も使いたいのですが、自分の感覚と微妙にずれたりして、何だかよく分か

らないこともあります。 

 

●【私の返信メールより転載（2015 年 5 月 9 日）】 

 

稀に頭の向きを変えて、超音波の指向性を探ることで、発生方向は分かることがあります

が、分かったところで近づくことはやはりできないですね。 宮本様の調査は非常に助かり

ます。 

 

◆パーキングメーター（精算機）に関する情報◆ 

 

●【情報（2015 年 5 月 6 日）】 

 マップの銀座一丁目駅付近で確認される超音波は、現在のストリートビューで見たとこ

ろ、付近の路上駐車場の精算機からのものであると判断できる。この精算機から車道に向

けて常時超音波を発している。ストリートビューで周辺を見て回ると、東西南北、細い道

まで広範囲に路上駐車場があるようで、同様の状況が考えられる。 

 

●【情報（2015 年 5 月 7 日）】 

 路上駐車場の装置（パーキングメーター）は超音波と赤外線を組み合わせており、以下

が仕様書。 

★警察庁交通局交通規制課「パーキング・メーター 仕様書（案）」 

 

 これによると「7.2 感知機能 (1) 少なくとも 2 つの方式て゛、駐車枠内に駐車した車両

の存在を自動的に感知する機能を有すること。」とあり、超音波と赤外線両方を使っている

のはこのためだろう。そうすると超音波に代わる方法を提示すればいいのかもしれない。

あるいは、「赤外線だけでも OK」とするように仕様の変更を求めるのがいいだろう。 
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●【情報（2015 年 5 月 11 日）】 

 千代田区・中央区・港区はパーキングメーターの設置密度が異常に高く、超音波が聞こ

える人にとっては「逃げ場が無い」ような状態である。 

★時間制限駐車区間 案内地図（警視庁） 

 

◆超音波レーダー（クリアランスソナー）に関する情報◆ 

 

●【情報（2015 年 5 月 6 日）】 

 最近は超音波レーダーを搭載した自動車が現れつつある。搭載しているのは高級車が多

いようで、だいたいベンツか日産。 

 超音波レーダーは近距離の障害物を検知するために使用されている。そのため一定速度

以下の時だけ作動するようになっている。つまり走行中は超音波は発生していない。超音

波が発生するのは、交差点（信号待ち）、渋滞、駐車場内といった場面となり、突然聞こえ

てきて、突然聞こえなくなる。 

 今後自動車に超音波レーダーが普及すると、交通量の多い場所では「超音波の嵐」のよ

うになることが予想され、これは警告を発しなければいけないと考える。 

 

●【情報（2015 年 5 月 7 日）】 

 ただ、超音波レーダーはトヨタやホンダなども搭載しているはずでそれらがなぜ聞こえ

ないのかという疑問が残る。 

 考えられるのは 

・100kHz オーバーの高周波数帯を使っている 

・音量がとても小さい 

のどちらかだろうと思うが、これはさすがにメーカーに聞かないとわからないかもしれな

い。 

 

●【情報（2015 年 5 月 11 日）】 

 自動車については、以下のトヨタの技術資料らしきものによると探知距離が 50cm となっ

ている。つまり音量がかなり小さいようだ。バットディテクターで聞こえなかった理由は

これかと思われる。ベンツや日産の探知距離は 5m?10m 程度と予想され、音量が大きいよ

うだ。 

★クリアランスソナー System  構造と作動 

 

●【上記のクリアランスソナーの日本語解説サイトのドメインがロシアの ccTLD（国別コ

ードトップレベルドメイン）を示していることに奇妙さがあり、調べた結果を私の返信メ

ールより転載。（2015 年 5 月 14 日）】 
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トップを見るに、どうやらロシアのエカテリンブルクの「電子システム研究所」？のサイ

トのようですね。 

 

手元のロシア語辞書で概要を翻訳 

 

「ディーラーや法人顧客に有利な条件にてコンピュータや電子機器の情報など（中略）を

扱います。エカテリンブルクから情報配信中。（中略）ロシア国家技術委員会、ロシア連邦

保安サービスの承認のもとでの、金属探知機、スクリーニング装置、非破壊検査など。（中

略）システム自動化の開発・生産を進めます。」 

 

という内容だと思います。そのコンテンツの日本車の技術の日本語解説（日本の読者向け？）

の一ページという感じでしょうね。 

 

●【上記のクリアランスソナーの日本語解説サイトのドメインがロシアの ccTLD（国別コ

ードトップレベルドメイン）を示していることに奇妙さがあり、調べた結果を私の返信メ

ールより転載。5 月 14 日の記録と考え合わせると、どこかから流出した修理店向けの技術

資料がエカテリンブルクの電子システム研究所のサイトに転載されたものと思われる。

（2015 年 5 月 19 日）】 

 

同じ研究所の類似ページを以下に挙げてみました。 

 

★クリアランスソナー System  注意事項 

★クリアランスソナー System   Trouble shooting の進め方 

★クリアランスソナー System  問診表 

★クリアランスソナー System  前点検 

★クリアランスソナー System  部品配置図 

★クリアランスソナー System  ＥＣＵ端子配列 

★クリアランスソナー System  症状別一覧 

★クリアランスウォーニングコンピュータＡＳＳＹ－テレビジョンカメラコントローラ間

通信回路 

★ウルトラソニツク センサ NO.2 取替 

★クリアランスソナー System  車上点検 

★クリアランスソナー System  単体点検 

 

◆アブラコウモリに関する情報◆ 
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●【情報（2015 年 5 月 6 日）】 

 ちなみにアブラコウモリは都心部にも生息している。皇居の東側の堀や日本橋川(一ツ橋

よりも上流側)でもそこそこの数が飛んでいるので、聞こえる人にはかなりうるさいだろう。

アブラコウモリがいる場所は「川」または「樹木」がほとんどである。 

 

◆超音波公害全般に関するご提案◆ 

 

●【情報（2015 年 5 月 6 日）】 

 その他、マップに掲載されていた場所について機会があればバットディテクター持参で

調べてみようと思う。だいたいの発生源は解明できると思う。 

 

●【ご提案（2015 年 5 月 7 日】 

 超音波公害という観点から考えると「ネズミ防除装置」と「路上駐車場」が特に問題に

なっているように思える。まずはこれらを改善する方向を探るのがいいかもしれない。 

 戦略的には 

・どれだけの人が超音波が聞こえるのか調べる(「被害者」数を明らかにする) 

・どの超音波発生源が問題かを明らかにする(対策も提示できるとなお良い) 

ということになると考える。 

 

 以上、宮本氏からは貴重な情報・ご提案を多く頂いた。改めて深く謝意を表したい。 

 ネズミ防除装置については、他のページやブログでも紹介しているように、このような

装置の効果を疑うべき検証結果が世界中で報告されており、日本の公正取引委員会・消費

者庁も注意勧告や業者の処分をおこなってきている。 

 とりわけシー・アイ・シー社製の「ネコのささやき」は、周波数が 19kHz、音圧が 136dB

で、超音波知覚者にとって甚だ苦痛な装置であると言える。上記サイトの説明を読む限り、

業者自身にも効果への疑念の自覚があるらしく、さらにそれを表向きには払拭するために

音量・音圧を強大化するという悪循環に陥っているようである。 

 宮本氏のご提案としては、「ネズミに対して効果がある/ないというのはなかなか結論がで

そうにないため、人間に対して騒音であるという攻め方の方がいいと考えている。メーカ

ーホームページだと 136dB と書かれているが、可聴音だととてつもない騒音レベルだ。ネ

ズミ防除装置は、波形を見ても明らかなように雑音としか言いようがないものだ」という

ことだった。 

 確かに、有意な動物防除効果が確認されない報告があるという主張だけでは、人間にと

っての騒音公害の解決策にはなりそうにない。 

 今までは、メーカー側にも「等ラウドネス曲線が人間とネズミとで異なるので、人間に
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は騒音ではないがネズミには騒音である」といった、一見すると物理学的にも正当な、絶

妙な言い分があったため、当コミュニティも遠回しに防除効果そのものへの疑念の報告ば

かりを取り上げていたきらいがあるが、「一部の人間にとって騒音公害である」という思い

切った立場も、かなり説得力がありそうだ。 

 そのほかに新たに加わった視点としては、動物駆除装置や自動ドアセンサーなどのよう

な数年間は不動の固定機器から発せられる超音波については、発生場所が特定できるが、

自動車の超音波レーダーやコウモリのような走行・運動するものから発せられる超音波に

ついては、場所を選ばず、突然聞こえてきて突然聞こえなくなるため、不安や苦痛もまた

異なってくるし、都内超音波スポット報告マップにも掲載のしようがないということであ

る。 

 ところで、私の超音波知覚には次のような特徴がある。 

 

 同じ超音波とは言え、 

（１）基音が可聴音である音波に含まれる倍音成分などとしての超音波成分には、むしろ

心地よさを感じ、一方で、基音が超音波である超音波には不快を感じる。 

（２）自然界・動物から発せられる超音波と、動物駆除装置などから発せられる人工の超

音波とで、苦痛や身体への影響が（物理的な理由と心理的な理由の両方により）異なって

いる。 

 

（１）については、例えばホワイトノイズ、くしゃみ・せきの音や紙袋・ビニール袋をく

しゃくしゃ丸めるときの音、人間のサ行・ザ行音でのささやき声にも超音波成分は含まれ

ているが、私はこれらの超音波（基音が可聴音である音波に含まれる、倍音などとしての

超音波成分）には苦痛を感じない。 

 この感覚自体は、私だけの特徴ではない。一時期、基音が可聴音である音波の超音波成

分（楽器・音楽の音）についてはかえって含まれているほうが心地よい効果を生むとする

説（ハイパーソニック・エフェクト）が、音楽業界、特に歌手業界で盛んに取り上げられ

たことがあった。 

 確かに、高音成分が多いボーカルの声はより心地よく聞こえるし、一方で、mp3 などの

音声圧縮ファイルフォーマットのように、明らかに高周波成分を削ってある場合には、多

くの人にとっても聴覚上で比較的簡単に分かり、むしろ「不快でこもった音」などと表現

する人も多く見かける。 

 最近は、このハイパーソニック・エフェクトや、それと並んで持てはやされた「1/f ゆら

ぎ効果」などは、人気が下火になっている気はするが、未だに科学的根拠がないにもかか

わらず、知覚上の実体験として、ガムランや雅楽などの民俗音楽やヒーリング・ミュージ

ックの愛好家の間では、今でも肯定的に議論されているようである。 

 また、ホワイトノイズやピンクノイズ（1/f ノイズ）を赤ん坊に聞かせると、多くの赤ん
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坊は泣き止んでしまうが、科学的根拠はない一方で、事実としてはそうであるし、「胎児期

に母体内で聞いていた音に似ていて、落ち着くのだろう」と考える人は多い。 

（ただし、「1/fゆらぎ効果」については、疑似科学にすぎないとする説が主流になりつつあ

るようである。） 

 いずれにせよ、超音波に対する不快感は、超音波を基音とする超音波の場合のみに生じ

ると見てよいようである。 

 問題は（２）の、動物の発する超音波と人工の超音波とで快・不快の感覚が違うという

点である。 

 私の場合、低周波音が一切含まれない動物の超音波にはそれほど苦痛は感じない。とこ

ろが、動物駆除装置からの超音波のように、波長が極めて人工的な超音波については、大

きな苦痛（頭痛・吐き気）を覚えている。ただし、まだその理由の詳細は不明である。 

 どちらも音源から遠方の場所で（自然の大気中を伝播した状態の）音を測定しているに

もかかわらず、快・不快にいちいち差が出る現状が物理的な問題か心理的な問題かという

点については、現在のところはっきりしないため、とりあえず「詳細は不明である。」など

と書いておく。 

 この不思議さについては、宮本氏からも、「コウモリが出す超音波は連続するパルス音で、

路上駐車場、自動ドア、自動車などレーダー系の装置でもまったく同じだ。コウモリの場

合はパルスの間隔、音量が不規則という特徴はあるが、人工音とそう違っているわけでは

ないので、どういう違いが苦痛に結びつくのだろうか」とのご指摘があった。 

 楽器の音色（木管と金管の違いなど）は、基音が生み出す各倍音成分の含有の仕方など

で決まるが、超音波を基音とする超音波の場合、波形いかんに関わらず、私にもほぼ「音

色」の区別はなく、「正弦波の痛烈なもの」程度にしか聞こえていないし、あまり自然音か

人工音かで差はないはずである。 

 私の知覚についても、音量・音圧・波形などの物理的性質と、心理的な圧迫とが、総合

的に重なって「不快感」を生んでいるかもしれない。 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第十章 公正取引委員会・消費者庁による法的処分、不良品に関する警告や回収、

科学者による警告等 

（超音波発生機器製造・販売業者の違法・悪質行為などについて） 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

67 

 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 10 月 2 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

↓こちらのブログ記事も合わせてご覧下さい。 

★疑似科学にまつわる懸念 ― 疑似科学ではない超音波知覚と疑似科学である動物駆除

超音波装置を例に ― 

 

 岩崎純一 2012 年 10 月 28 日 初筆、2015 年 5 月 7 日 改訂 

 

 我々のような「超音波を色々な五感や共感覚で感知できる人」の存在がどこまで知られ

ているのかについてですが、現状から察するに、あまり知られていないと思われます。そ

のように思われる最大の理由としては、この知覚を妄想性パーソナリティ障害・偏執病（パ

ラノイア）・統合失調症・虚言癖などの人格障害ないし精神障害として扱う教育者や医師の

方々からのメールを多く頂いていることが挙げられます。 

 このような現状に鑑み、あえてこのページに、超音波聴覚・超音波知覚の実在の報告論

文や、過剰な超音波の発生装置の製造・販売業者に対する公正取引委員会・消費者庁等の

行政機関による警告・法的処分の実状を載せておきますので、ご参照いただければ幸いで

す。 

 日本の現状においては、専門家さえもこの知覚能力を認める立場と認めない立場とに二

分されており、極めて興味深い事態となっておりますが、これが日本の学術界に独特の現

象であるか否かに、メンバー一同大変興味を持っております。 

 なお、(2)及び(3)の情報についてのお問合せは、該当の行政機関等にお願いいたします。 

 

(1) 悪質業者の製品及びそれらより発せられる超音波に対する当コミュニティの考え方・対

応 

(2) 違法行為・処分の内容、検証論文等 

(3) 消費者庁「不実証広告規制の適用対象となり得る効果，性能に関する表示の具体例」 

(4) 違反をおこなった業者の超音波発生装置の粗悪な構造と機能についての物理学・音響学

の観点からの知見、及び巨大家電製品企業の市場寡占がもたらす問題点 

(5) 超音波を発生させる不良の電化製品などに関する警告や回収 

(6) 在野研究者からの情報提供 
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(1) 悪質業者の製品及びそれらより発せられる超音波に対する当コミュニティの考え方・対

応 

 

「或る任意の動物にはそれぞれに、充分に強大な音圧である限り、忌避反応を示す或る超

音波の周波数帯域があること」は科学的に検証・確認されていますが、「実際にそれを利用

して正しく製品が造られているかどうかということ」とはまた別であることに注意しまし

ょう。 

 そもそも、超音波を発生させると動物が撃退できるという知見がどこから来て、どうし

てここまでそれを謳う業者が増え、超音波発生装置を購入・設置する一般市民やスーパー

マーケット業者も増えたのだろうか。 

 昨今コンビニや公園に設置されている若者撃退用の超音波（モスキート音）発生機器な

ら、「あえて人間に高音を聴かせて」いる点（すなわち、「超音波」ではなく「音波」を聴

かせている点）でむろん有用であるが、もしありもしない「超音波による或る動物の撃退

効果」が謳われ、押し売りの行われている製品があるならば、それは科学用語・概念の悪

質利用や虚偽、悪質な場合は詐欺に当たることになる。 

 まずはそこに立ち返らなければならないのだが、少なくとも「超音波発生による動物駆

除・衛生管理の有用性」について、学術的には有意な結果は得られておらず、また世界的

にもそのような科学論文は現時点では信用に足るものとは見なされていないことは知って

おくべきであろう。 

 欧米・中国・韓国製の装置ばかりが粗悪なのではない。我が国においても、悪質な超音

波発生機器製造メーカーや輸入・販売業者が存在しており、苦情・告発などに基づき政府・

公正取引委員会・消費者庁などが監視・処分の上、悪質業者名が随時公表される事態にな

っている。 

 主な違反内容は虚偽記載（景品表示法の規定違反）であるが、この虚偽記載を信じた消

費者やスーパーマーケットによって製品が買われて流通・設置され、需給バランスがそれ

なりに安定してしまっている上、結果として「動物のほうが音に慣れ、感覚の敏感な一部

の人間のほうが“撃退”されている」状況が出てきた。 

「多くの動物には、人間に聴こえない超音波が聴こえる」ことは事実であるが、人間に聴

こえないがために、この超音波は、「人が人を欺く」（業者が消費者を欺く）ことに悪用さ

れている。これはゆゆしき事態である。 

 以下の例のように、蚊には効果がないことが知られているばかりか、ネズミ・ゴキブリ・

ネコでさえ反応を示さない種がほとんどである。「超音波が聴こえる動物に超音波を聴かせ

てもほぼ意味がない」という点に気づかない我々一般市民の「騙されやすさ」にも、責任

はあると言える。 

 むろん、全ての人が高度な知識を身に付ける必要はないが、少子高齢化が進む中、それ

なりの初歩の物理学の知識とブラック企業・業者を見極める洞察力だけはせめて持って、
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健全な消費生活を営んでいくべきではないだろうか。 

「人間にとっての超音波」が聴こえる動物にとって、それは「（可聴）音波」なのであるか

ら、我々が人間どうしで会話をしている時のように、超音波発生機器からの「音波」を聴

いているだけであり、その音が大きければ「やかましい」と感じて逃げるであろうし、そ

うでなければ逃げない。 

 本来、「動物には普通に聴こえているのに、ほとんどの成人にとっては高すぎて聴覚では

聴こえない音」のことを「超音波」と言うのである。だからこそ、超音波の最下層帯域や

高周波音波の最上層帯域を、若者撃退用にモスキート音として使えるわけである。 

 にもかかわらず、超音波による動物駆除機器の場合、製造理由として用いた超音波の定

義と、販売理由（効果）として用いた超音波の定義とが、全く異なっていることに注意す

るべきであろう。すなわち、後者の「人間には聴こえないので人体に影響がなく、動物だ

けが不快感を覚えて逃げる超音波」といった文言は、「当該超音波が動物にとって不快であ

ることが、なぜ人間に分かったか」を物理学的に併記しない以上、結局のところ何も言っ

ていないのと同じである。これは、単なるレトリックや論理の範囲の話だけで作り上げら

れた、架空の効果である可能性が高い。 

「動物が普段から聴いていて、もしかすると感覚の敏感な人間にも聴こえる可能性のある

高周波の音波または超音波で、動物駆除の可能性のために増幅された疎密波」というのが、

後者の正しい定義である。 

 それに、昨今は「共感覚」という概念も知られ、人間にも共感覚者が存在することが検

証・確認されているため、元より超音波を感知できる動物にとって、その超音波という「音

波」が「聴こえている」のか「見えている」のか「匂っている」のかさえ解明できておら

ず、現在、海外を中心に検証が進められている。 

 それを「人間には聴こえず、動物のみが嫌悪する超音波」であるかのように表記するの

は、業者側の「多重の不勉強や欺瞞」としか言いようがないと考える。 

 私個人としても、生物学・物理学・工学・音響学などの観点から、「動物の聴覚能力の鋭

敏さ」や「なるべく多くの一般市民に有用な、超音波を用いた衛生対策」といった話題に

は関心があるものの、「超音波による動物撃退効果」を過剰に謳う業者の扇動的な姿勢には、

著しい疑念を覚える者の一人である。 

 

 

(2) 違法行為・処分の内容、検証論文等 

 

 公正取引委員会・消費者庁による法的処分、不良品に関する警告や回収、科学者による

警告等を例示する。 

 ただし、ここに掲げている処分の例は、「動物駆除効果が疑わしいにもかかわらず、その

効果があるかのように虚偽の宣伝をし、製品を製造・販売した」ことなどに対する処分で
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あり、「超音波知覚者の訴えを聞き入れなかった」ことに対するものでは当然ない。基本的

にはこれらの行政機関も、超音波が聞こえる人間の存在や、超音波騒音に悩まされている

市民の訴えを認めていないことがほとんどであり、物理学的知識を有しているわけでもな

いため、注意が必要である。 

 とりわけ、行政機関や自治体に超音波装置や超音波騒音について問い合わせる際には当

然、処分担当者に直接訴えることはできず、窓口（電話口）業務の担当者を介さざるを得

ないため、その担当者に一定以上の物理学的知識がない場合には、門前払いされたり、出

鱈目な回答しか得られなかったり、いたずら電話と誤解されたりする可能性があることを

覚悟すべきである。 

 私（岩崎）が公正取引委員会、消費者庁や自治体、音響学会などの窓口へ問い合わせた

際にも、窓口担当者から、「人間には聞こえないものですので、ご安心下さい」、「ネコ除け

超音波装置の設置者には、1 万ヘルツ以下の音に設定するようご案内しております」、とい

った、物理学的に見て出鱈目な回答や不親切な回答を返されたケースがある。 

 扱っている超音波発生源、求めている情報のページにおいて、販売業者の中に、超音波

知覚者からの製品改善の問合せに対し、「購入者には音を低く設定するようご案内していま

す。いや、低くではなくて高くでした」と出鱈目に回答するなど、物理学的知識や製品の

仕様について理解していない業者があることを紹介したが、行政機関の窓口担当者の実態

も、応対の態度は別にしても、物理学的知識については同程度である場合が多いことを知

っておくべきである。 

 私（岩崎）のように知人に音声学者の先生などがいて、行政機関や自治体、学会の窓口

担当者を介することなく学者に学術的報告が直接できる環境にない限り、ごく一般の市民

である超音波知覚者が装置の販売業者や自治体の窓口に訴えたところで、その内容が物理

学者や音声・音響学者にまで正しく伝えられ、専門家会議が形成され、かつ学者と市民と

が超音波騒音問題を直接共有するに至ることは、極めて難しいと私は考えている。 

 

■公正取引委員会による悪質業者の処分例 

 

 公正取引委員会のサイト 

 

◆株式会社オーム電機に対する排除命令について 

 排除命令一覧（平成 19 年度の排除命令）：オーム電機の項を参照。 

 平成 20 年度 政策評価書要旨（平成 19 年度に実施した施策）内の「蚊よけ器の効果に関

する不当表示（株式会社オーム電機に対する排除命令）」 

※ その他、以下の検索画面にて「オーム電機」を検索すると、排除命令や事件・事故内

容を見ることができます。 

 公正取引委員会サイト内検索 
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 違反をおこなった業者名：株式会社オーム電機 

 商品名：「124Ｓ 超音波蚊よけ器」と称する商品及び「ＯＭＲ－03 ミニライト付き蚊

よけ器」と称する商品 

 違反内容：不当景品類及び不当表示防止法第 4 条第 1 項第 1 号（優良誤認）の規定違反 

 処分内容：不当景品類及び不当表示防止法第 6 条第 6 項の規定に基づく排除命令 

 

◆ゴキブリ及びネズミを駆除する性能・効果を標榜する商品の輸入総代理店及び販売業者

に対する排除命令について 

 

 違反をおこなった業者名：株式会社レンテックジャパン、株式会社オークローンマーケ

ティング、有限会社アドバンスクラフトデザイン 

 商品名：「ペストＸ」と称する商品 

 違反内容：不当景品類及び不当表示防止法第 4 条第 1 項第 1 号（優良誤認）の規定違反 

 処分内容：不当景品類及び不当表示防止法第 6 条第 6 項の規定に基づく排除命令 

■一般社団法人 日本音響学会 の見解 

「Q:超音波でねずみを撃退する商品があると聞きました。どのようなものなのでしょう

か？」についての回答 

 

超音波研究会のサイトにも詳細あり。 

 

■論文報告 

（必ずしも悪質業者の違法行為に関する指摘・警告を主な内容とする論文とは限らないが、

結果的に超音波装置の動物駆除効果への疑義を呈する内容となっている論文であれば、随

時挙げていくこととする。） 

 

◆超音波呈示前後における高周波聴力検査 

（High-frequency Audiometry under Presentation of Ultrasound） 

電気通信大学 伊藤 幹也、野村 英之、鎌倉 友男 一般社団法人 電子情報通信学会「電

子情報通信学会技術研究報告」. US, 超音波 111(272), 19-22, 2011-10-24 

 

 超音波呈示後に有意の高周波聴力の損失はないことが確認されたとの内容である。超音

波可聴能力の損失が強大な超音波の発生装置による超音波被暴露環境によるものでないこ

と、また、超音波可聴者は何度超音波にさらされても聴力損失なく聞こえ続けることの一

つの根拠となっており、興味深い。 
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◆聴覚による超音波知覚とその影響 

（Some consideration on the auditory perception of ultrasound and its effects on 

hearing） 

東北大学 香野 俊一、鈴木 陽一、曽根 敏夫 一般社団法人 日本音響学会 "Journal of the 

Acoustical Society of Japan" 6(1), 3-8, 1985 

 

◆超音波に対する聴覚閾値 ― パラメトリックスピーカを話題に ― (PDF) 

超音波暴露調査研究委員会 

 

◆高周波騒音の測定と高周波音の聞こえに関する研究 (PDF) 

独立行政法人 産業技術総合研究所 人間福祉医工学研究部門 主任研究員 学術博士 

蘆原 郁 

 

◆超音波ノミ・ダニ撃退器に対するダニの忌避効果評価 

Efficacy Evaluation of Ultrasonic Flea-and-Tick Control Devices marketd for Repelling 

Mites 

東京都立衛生研究所 吉川 翠、家屋害虫研究会「家屋害虫」 17(2), 111-118, 1995 

 

 

(3) 消費者庁「不実証広告規制の適用対象となり得る効果，性能に関する表示の具体例」 

 

 消費者庁のサイトに掲載されています。 

 

表示対策 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第２項の運用指針 ―不実証広告規制に関する指針

― 

 

 

(4) 違反をおこなった業者の超音波発生装置の粗悪な構造と機能についての物理学・音響学

の観点からの知見、及び巨大家電製品企業の市場寡占がもたらす問題点 

 

 例えば、ネコの駆除効果を謳う装置の内部を開けてみると、電磁コイルなどの一通りの

超音波発生機能が備わっているものの、「ネコ駆除装置」と言うよりは、単なる「超音波発

生装置」であると言えるものでしかない。 

 また、中には、「超音波発生装置」と言うよりは「高音域音波の発生装置」と言えるもの

になっている場合もある。 
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 以下は、私（岩崎）の本サイトにて公開している「音域表と聴覚・共感覚」のファイル

だが、この表にもあるように、装置から実際に記録される発生超音波帯域は、業者が喧伝

している発生超音波の周波数帯域よりも低く、下層音域では乳幼児の可聴域に侵入してい

る場合がある。 

 

「音域表と聴覚・共感覚」（PDF） 

（共感覚記憶データベースにも掲載。） 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 低周波が比較的容易に発生させることができるのに対し、一定の高周波数帯域の超音波

を発生させるには高度な物理学的・音響学的知識と技術が必要であり、その中でも高い音

域については、人工的な技術が未開発で、イルカやコウモリと同じ発声メカニズムを造る

必要があることから、上記のような「超音波」発生装置製造業者の技術の粗悪さが直接的

にも間接的にも見て取れる。 

 実際には、「音波発生装置」の改造型としての「超音波発生装置」を製造する能力しかな

い業者が、中国を中心に多く存在すると考えられる。 

 これについては、少数の巨大な総合家電企業が良質製品供給のための技術・技術者・資

本・製造工程・流通経路・市場を寡占している我が国の産業構造にも起因していると考え

られる。これまでに処分を受けている業者の多くが、中小の家電製造・輸入・販売業者で

ある。 

 ただし、自身は違法・悪質製品を製造しないで流通させているのみである大手のネット

通販業者もあるため、一般市民が製品を安易に信用して購入してしまうおそれは常にある

と言える。 

 さらに、製品の製造技術上の粗雑さを露呈しているのみならず、各製品の使用マニュア

ルやウェブサイト上の製品解説を見るにつけても、ヘルツとセントの違い、デシベルとホ

ンの違い、ホイヘンス＝フレネルの原理や等ラウドネス曲線など、物理学概念の正しい理

解さえおぼつかない我が国の超音波発生装置製造・輸入・販売業者が散見され、今後が大

いに懸念される。 

 

 

(5) 超音波を発生させる不良の電化製品などに関する警告や回収 

 

（2015 年 7 月 29 日分 追記始め） 

 

◆ソニー株式会社、ソニーマーケティング株式会社、ソニーカスタマーサービス株式会社

（2015 年 7 月 23 日～） 
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●システムステレオ「CMT-SX7」ご愛用のお客様へ 使用中止のお願いとお詫び 

●システムステレオ「CMT-SX7」 ソフトウェアアップデートのお知らせ 

 

（2015 年 7 月 29 日分 追記終わり） 

 

 

(6) 在野研究者からの情報提供 

 

（2015 年 5 月 7 日分 追記始め） 

 

 2015 年 5 月 6 日に、東京タヌキ探検隊！・東京コウモリ探検隊！隊長で「いきもの通信」

発行者の宮本拓海氏より貴重な情報を頂いたので、コウモリなどの生態・超音波の研究者

との合同調査のページにまとめて掲載させていただき、私の考察も追記した。宮本氏には

深く謝意を表したい。 

 

（2015 年 5 月 7 日分 追記終わり） 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第十一章 超音波の擬音語表現 

 

 2011 年 3 月 5 日 起筆 

 2012 年 6 月 3 日 公開 

 2017 年 3 月 13 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

 

人工超音波発生機器から発せられる超音波を聞いた際の擬音語表現を募集しています。聞

こえた瞬間はつらいですが、せめてこうして遊んでみましょう。 

 

キーン 

ピーン 
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キーキーキー 

ピーピーピー 

チーーーーー 

チキルキチル 

チルチルチルチル 

キチキチキチキチ 

チチチチチ 

キチピーピー 

チルチルミチル、チルチルミチル 

トチトチトチトチ 

チュキチュキチュキチュキ 

チョイチョイチョイチョイ 

チパチパチパチパ 

ピキピキピキピキ 

キパチキパチ 

チーチャン、チーチャン 

 

●【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団

体と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症

や妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

 

 

第五部 原発と日本人 

 

 2011 年 4 月 22 日 起筆、擱筆、公開 

 

 原発の話題に乗じて、久々に元素の周期表というものを眺めた。僕は高校に入ると完全

な文系人間となり、化学・物理学はほとんどやらなかったが、大学に入り、哲学・言語学・

宗教学、特に存在論・認識論との関連で、また取り組むようになった。逆に言うと、哲学

などと関連付けないと、理系学問があまり頭に入ってこない。 

 僕は元素の周期表も共感覚的な感覚で覚えていたので、当時の理科の教科書も割とよく

思い出せる。元素の周期表は、だいたいが教科書の裏表紙の固い紙のところに載っていた。 

 今現在は、最も詳しい教科書で原子番号 118 番のウンウンオクチウム（IUPAC による命

名規則に準拠）まで載っているようだが、僕が小学生の頃は、最後は 103 番のローレンシ

ウムまでだった。中学三年生のときの教科書は、最後は 109 番のマイトネリウムだった。

マイトネリウムは当時、まだ仮称でウンニルエンニウムと呼ばれていて、「ニュルニュルし
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た気持ち悪い名前だな」と思っていた。 

 その後、高校一年生のときには 112 番のウンウンビウムまで載った。これには、2010 年

にコペルニシウムという正式名が付いた。「世界を変えたコペルニクスにちなんで」名付け

たそうだが、元素名にしても、生物の学名（ラテン語がベース）にしても、基本的には東

洋人を排除して西洋白人種の意向に沿うように名付けられている。それが嫌でたまらず、

教科書に「原子番号 300 番ナラン（奈良ン）」「ニッポニウム」「ヤマトタケリウム」などと

勝手に元素を書き足していた。 

 この子ども心なりの試みは、一見するとふざけているように思えるけれども、実際はプ

ルトニウムよりも大きい元素については、もともと僕の発想と大して変わらず、ほとんど

が欧米の化学者による捏造という形で「発見」され、その後に自然界で本当に発見される

か、人為的に作り出されることで、ようやく存在した。 

 一般の日本人は、得体の知れない元素やオバケや妖怪とは、頭で徹底的に想像して「ひ

ょっとしたらある（いる）かもしれない」とは思うけれども、そういう物質や生き物を実

際に人為的に作り出そうとはしない。 

 そして、多くの日本人にとっては今でも、「自然界に存在しない元素や物質、人体組織な

どを本当に人為的に作り出す」ということに深層意識で抵抗があり、このいわば前近代的・

前科学的な抵抗感を「とりあえずは無かったことにし続ける」ということが、日本の高度

成長の陰にあった必須要素だと僕は思っている。 

 素粒子・量子といった概念は、結局、我々日本人の流行への追従生活と一体のものとな

ってしまっている。パソコンのハード・ソフトの構造はもちろんのこと、「コラーゲンを摂

取すれば美人になれる」といった幻想に至っては、「粒子観の捏造」であると言い切ってよ

いものになってしまった。 

 そういう中で原発も作られた。だから、ほとんどの日本人にとっては、原発とは、「よく

わからないけれども、ともかく電気を供給してくれる、ありがたい何ものか」でしかない。

それが今になって、放射線への得体の知れない恐怖感となって、再び日本人を襲っている。 

 だから、原発国家アメリカやフランスから見れば、日本は相当に原始的ムラ社会に見え

ているはずである。そういう古き良き日本人の姿というのは、津波で亡くなった人たちを

感傷的に思い出すのには適切だけれども、原発の対応には全然向いていないのであった。

それが日本人なのであろう。 

 

 

第三編 三十歳～三十九歳 

 

  第一部 超音波知覚者コミュニティのページ開設 

 

 2012 年 6 月 3 日 起筆、擱筆、公開 
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 超音波知覚者コミュニティのページを開設しました。都内とその近辺の超音波発生スポ

ット（超音波発生装置設置場所）の報告を受け付けています。 

 報告マップの共同編集者は私を含めた数人ですが、スポットの報告は、私のメール宛て

でしたら、どなたからも受け付けております。 

 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 すでに共同編集権を持っているメンバーは、以下のマップに超音波発生スポットをご自

由に追加作成していって下さい。 

 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 

第二部 「音域表と聴覚・共感覚」を掲載、超音波知覚者コミュニティを更新 

 

 2012 年 10 月 30 日 起筆、擱筆、公開 

 

 先日の音楽データの掲載に続き、同じ音響関連の話題ですが、共感覚と超音波知覚者コ

ミュニティのページに「音域表と聴覚・共感覚」のファイルを載せました。 

 

音域表と聴覚・共感覚 

http://iwasakijunichi.net/ronbun_ippan/onpa_chokaku_synaesthesia.pdf 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 ただ単純に、物理学的な意味で、「私の場合、聴覚よりも共感覚のほうが幅広い周波数帯

域を感知できています」ということを知っていただけるだけでもありがたく思います。 

 いや、むしろ乳幼児やコウモリやイルカの能力の素晴らしさや、ガムラン音楽や雅楽の

奥深さというものを、この表から知っていただけるかと思います。それにしても、コウモ

リは、恋の告白なども超音波でやるのでしょうか！？ 

 それから、超音波知覚者コミュニティのほうにも、重要な情報を載せました。 

 大音圧の超音波によるネズミやゴキブリなどの駆除効果を謳っている製品は、正直なと

ころほとんどが「虚偽製品」であると思いますが、実際に公正取引委員会や消費者庁など

の政府機関も、一般市民に注意勧告を促し、違法・悪質行為をおこなった業者に処分を下
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し、業者名を公表しているほどです。私のコミュニティのページでも、政府機関による処

分の例を載せていますが、ただ載せるだけではなく、「なぜ虚偽であると言えるのか」につ

いて、少しだけ物理学的・音響学的な観点から解説しています。 

 街に設置されている違法すれすれの装置からの超音波にほとほと困り果てている共感覚

者や自閉症児が知人にいるのですが、私はまだまだ平気なほうなのだなと改めて思います。 

 近所のスーパーマーケットにさえ、超音波発生装置が設置されていますが、いつも親切

にして下さる店員のおばさんたちに、「物理学的・音響学的にはうんぬんかんぬんで、従っ

て動物駆除効果は疑われている」などと説明するわけにいかないですし、店長に説明する

にしても、設置しているのは結局、店長または店長よりも上の立場の経営者・企業そのも

のであるので、困ってしまいます。 

 

公正取引委員会・消費者庁による法的処分、科学者による警告等 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/iho.html 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 

第三部 「超音波知覚者コミュニティ東京」のページを更新 

 

 2013 年 5 月 19 日 起筆、擱筆、公開 

 

「超音波知覚者コミュニティ東京」のページを更新しました。 

 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 特に「超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索」のページを更新しました。日本

一長い地下通路を散策し、超音波を共感覚などで聴いて（知覚して）回っています。私の

みならず、メンバー様の知覚のおかげもあり、設置の実状がかなり分かってきました。 

 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/sansaku.html 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

 

第四部 超音波散策の写真（超音波発生装置の設置スポット） 

 

 2014 年 1 月 5 日 起筆、擱筆、公開 
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 超音波知覚者コミュニティ東京（http://iwasakijunichi.net/choonpa/）からもリンクして

います。 

 

銀座～日比谷間の地下通路 

 

 

 

大手町駅 

 

 

 

丸の内三丁目 
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銀座六丁目高架下 
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日比谷駅 A6 出口（ホテル ザ・ペニンシュラ東京入口） 

 

 

日比谷駅 A7 出口（ホテル ザ・ペニンシュラ東京入口） 
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第五部 超音波知覚やモスキート音知覚に関するリンクのメモ 

 

 2014 年 6 月 14 日 起筆、公開 

 2015 年 3 月 10 日 最終更新 

 

 

【読者の皆様への再度のお願い】（2015 年 3 月 10 日 追記） 

 

 2015年 3月 9日以降報道されている兵庫県洲本市での事件について、被疑者（本日時点）

が国家や近所による電磁波攻撃の被害なるものを主にインターネット上で主張し、妄想性

障害による通院歴があることが判明したことが影響してか、このブログ記事や他の特定の

ブログ記事へのアクセス数が急増しております。 

 また、以前より共感覚や超音波知覚をこういった電磁波攻撃の話題と結びつけるような

内容のご連絡を多々頂いており、共感覚攻撃なるものによる犯人退治を依頼されたり、逆

に共感覚攻撃なるものをやめるよう要求されたりしております。 

 共感覚者や超音波知覚者の感覚は、元よりこういった話題とは一切関係がなく、すでに

神経科学などの分野で検証・研究されているもので、精神病理学上の統合失調症や妄想性

障害とは全く異なります。 

 読者の皆様におかれましても、今一度、最低限の良識と学識をお持ちいただくよう強く

求めます。 

 

【注意勧告】当コミュニティが疑似科学団体や電磁波攻撃・テクノロジー犯罪被害者団体

と友好関係にあるかのように紹介されている事例に対する注意勧告、および統合失調症や

妄想性障害の既往歴・現病歴の確認のお願い 

（「超音波知覚者コミュニティ東京」内） 
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↓ 以下、追記前の本文 

 

超音波知覚やモスキート音知覚に関するリンクのメモ 

（超音波知覚者コミュニティ東京が紹介されているページも含む） 

 

 コミュニティの超音波スポット報告マップからも分かるように、大手町付近の超音波発

生装置の過密ぶりは相変わらずだ。この辺りのビル内で会議がある時などは、超音波スポ

ットを迂回して行くようにしているし、本当に一日大変な思いをしてしまう・・・が、何

とか乗り切っている。 

 

【ご参照】 

サイトの知覚・共感覚のページ 

 

■ネット上の Q&A やまとめ 

 

「都内でモスキート音が聞こえるお店や施設が知りたいです。」（人力検索はてな） 

http://q.hatena.ne.jp/1398757290 

http://q.hatena.ne.jp/touch/1398757290 

 

「東京近辺でモスキート音が聞こえる場所」（NAVER まとめ） 

http://matome.naver.jp/odai/2137683097823705001 

 

 

■超音波発生装置に害虫駆除効果が認められないことを検証した科学実験 

 

「虫よけには超音波が効く」という科学的根拠はないという科学的根拠 

http://www.lifehacker.jp/2012/08/120825sonicbug.html 

 

Ultrasound affects spermatophore transfer, larval numbers, and larval weight of Plodia 

interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X02000358 

 

Lack of repellency of three commercial ultrasonic devices to the German cockroach 

(Blattodea: Blattellidae) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-7917.2006.00069.x/abstract;jsessionid=
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465A68F1283712CE07E86E55E29A79E2.d04t04 

 

U.s. Finds Bugs In Pest-killing Devices 

http://articles.chicagotribune.com/1985-06-16/news/8502080426_1_mosquito-ultrasound

-bugs 

 

Do Sonic Bug Repellents Actually Work? 

http://www.buzzfeed.com/reyhan/do-sonic-bug-repellents-actually-work 

 

 

第六部 宮本拓海氏（東京コウモリ探検隊！隊長）による超音波騒音に関する情報提

供と見解 

 

 2015 年 7 月 19 日 起筆、擱筆、公開 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、リンク先の私のサイトの内容は『全集』に収録。） 

 

超音波知覚者コミュニティ東京 最近、超音波知覚者コミュニティ東京に多くの情報を

ご提供下さっている宮本拓海氏の各サイトに、超音波発生装置や超音波騒音に関する解説

ページが設置・公開されました。 

 

 

●いきもの通信 Vol. 591(2015/7/12) [東京コウモリ探検隊！]超音波騒音に気付いています

か？ 

http://ikimonotuusin.com/doc/591.htm 

 

●超音波と超音波騒音 

http://tokyobat.jp/ultrasonic.htm 

 

 

◆その他の関連ページ 

 

●いきもの通信 Vol. 578(2014/5/25) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターを使って

みたら川は超音波に満ちあふれていた 

http://ikimonotuusin.com/doc/578.htm 

 

●いきもの通信 Vol. 587(2014/10/12) [東京コウモリ探検隊！]アブラコウモリの超音波を
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録音してみた。そして長時間録音してみると… 

http://ikimonotuusin.com/doc/587.htm 

 

●いきもの通信 Vol. 589(2014/11/23) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターでコウ

モリ以外の超音波を探してみた 

http://ikimonotuusin.com/doc/589.htm 

 

 

 超音波知覚者コミュニティ東京のページでも、以下のページをはじめ、宮本氏からの情

報をまとめています。 

 

●最近の超音波事情 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/new.html 

 

 

 何度でも書いておきますが、ネズミ駆除装置やパーキングメーターからの超音波が聞こ

える人であっても、それらを含めた人間の知覚全般への学術的関心が長続きする人はほと

んどおらず、コミュニティでの散策も毎回「私＋あと一人か二人」にすぎず、ネット上の

「超音波知覚」関連情報と言えば、多くが「我々は近所や政府や宇宙人から超音波・電磁

波攻撃を受けている」などという妄想的虚言団体が発信しているものです。 

（何度でも厳しく書いておきますが、後者は、精神医学によって妄想性障害者・統合失調

症者と位置づけられ適切な処置がなされるべき存在であって、超音波コミュニティ東京の

趣旨からすれば、心を鬼にして、関わりを拒むほかないものと考えます。妄想性障害者・

統合失調症者とも交流してきたからこそ、あえて書いています。） 

 この問題については、宮本拓海氏も文中で的確に触れていらっしゃいます。 

 ところで、宮本氏は、東京を中心にアブラコウモリ・タヌキ・ハクビシン・アライグマ・

アナグマ・キツネなど動物全般について研究され、2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピック開催にあたり、東京にも動物が多く生息していることをアピールするのもよいので

はないかと、文化プログラムの一環としての活動を計画されています。 

 どの NPO とも下手に手を組まず、馴れ合いを好まず、まずはなるべく個人で活動しよう

となさり、他人に依頼してかまわない内容と自ら行動すべき内容とをわきまえていらっし

ゃる点が、清々しいと感じます。私のサイトの活動や、そこから派生したサークル（超音

波コミュニティ東京や個人交流会・勉強会）も、そういうことに力点を置いています。 

（本当の学問をやっている人は、常にどこか孤独なのです。それに、本当に好きでなけれ

ば、そして好きな気持ちが継続できなければ、成し遂げられないのです。） 

 ともかく、新国立競技場に 2500 億円かけるよりも素晴らしい計画であることに間違いは
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ないです。私も何か協力したいと考えています。 

 

東京コウモリ探検隊！ 

Project2020 : Tokyo Bat Point 計画書 

http://tokyobat.jp/tokyobatpointplan.htm 

 

 

第七部 超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池

袋駅構内～ 

 

 2015 年 7 月 20 日 起筆、擱筆、公開 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、リンク先の私のサイトの内容は『全集』に収録。） 

 

 

 

 今日は、以下の記事の続きとして、銀座・丸の内・大手町地区に次ぐ「超音波発生装置

の牙城」と呼べる地区について書く。分かる人には分かる（鋭敏な聴覚・共感覚・身体感

覚の保持者なら分かる）が、分からない人には分からないから仕方がない、相変わらずそ

んなお話である。 

 しかも、なんとその牙城の一角である書店 LIBRO が今日で閉店するので、その点にも注

目してお読みいただければありがたいのである。 

 

●宮本拓海氏（東京コウモリ探検隊！隊長）による超音波騒音に関する情報提供と見解 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/154216904.html 

 

 改めて書くと、在野の動物研究者である宮本拓海氏は、私が超音波知覚者コミュニティ

東京の活動として以下の「都内超音波スポット報告マップ」に記載したり以下のブログ記

事に写真を撮って掲載したスポットを、コウモリの発する超音波を計測する「バットディ

テクター」を用いて調査したところ、実際に超音波が発生しており、我々超音波知覚者・

特殊な共感覚者には装置の設置場所からかなり離れた場所から知覚されている、との確認

のご報告を下さっている方である。 

 こういうことは、自分でバットディテクターを所持して街に繰り出したところで、虚言

だと思われる傾向にあることに変わりはないから、こうして第三者の目が利いている状況
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というのは大変にありがたいのである。 

 

●超音波知覚者コミュニティ東京 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

 

●都内超音波スポット報告マップ 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

 

●超音波散策の写真（超音波発生装置の設置スポット） 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/84553543.html 

 

 

 今回、新たに「超音波発生装置過密デパート」として、西武池袋本店および併設する書

籍館・別館（LIBRO）や池袋 PARCO、西武池袋駅、ISP 池袋ショッピングパークのエリ

アと、超音波装置が設置してあるそれらの施設の出入口や各フロアを、超音波知覚者コミ

ュニティ東京のマップに掲載した。装置の正体は、ほとんどが衛生目的のためのネズミ駆

除（を謳う）超音波装置のようである。 

 現時点で最も強大な音圧で超音波を発している装置の設置場所は、以下の通りである。 

 

西武池袋本店 地下 1 階・地下 2 階 

・・・食料品売り場のあちこちに超音波装置が設置されている。 

 

西武池袋本店 8 階 レストランフロア全域 

・・・鋭敏者はそこにとどまって食事をすることもできないレベル。 

 

西武池袋本店 書籍館・別館（LIBRO） 

・・・本日 7 月 20 日で閉店だが、今後の機器の撤去・設置状況に注目したい。 

 

池袋 PARCO 地下入口（チェリーロード） 

・・・ほとんど女性客しかいないエリアだが、超音波に気づいていたのは同行したコミュ

ニティの女性ばかりで、他の女性客のほとんどは気づいていないようだった。 

 

 最近は、散策のページにも載せているように、池袋駅とその周辺の超音波装置を探索し

てきたが、池袋駅西側の東武百貨店と駅東側の西武池袋本店では、このように西武に偏っ

て超音波装置が設置されていることが分かってきた。 
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●超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/sansaku.html 

 

 

 私の場合、西武池袋本店では、耳を塞いだり身をかがめたりしなければ通り抜けること

もできないフロアがある。 

 また、西武のみならず、併設する書籍館・別館（LIBRO）および池袋 PARCO にも、異

常だと言えるほどの強大な音圧で超音波を発している装置が多く設置されている。 

 装置は出入口にも外向きに設置され、超音波は JR 池袋駅構内遠くにまで伝播しており、

敏感な知覚者は迂回が必要なほどである。 

 LIBROは、近くのジュンク堂と並んで、好きな書店だったが、最近は出入口にも装置が

設置されていたので、店に超音波の調査以外の目的で（書籍を購入するために）入ること

はすでになくなっていた。非常に残念だった。もちろん、店側は、こちらから「こういう

感覚を持つ客もいて、超音波装置の設置が客離れにつながっていることがある」というこ

とを解説しない限り、知ることはないと思われる。こんなことで客の行動が決まるなどと

は考えたこともないだろう。 

 PARCOについては、多くが女性客であるし、やはりわざわざ調査以外の目的で入店する

ことなどないが、池袋駅のチェリーロードの出入口のネズミ駆除装置の真下に溢れる数十

人の女性たちの集団には、さすがに毎度驚いている。コミュニティの女性たちは気づいて

いた。 

 さて、なぜ LIBRO や PARCO、ISP 池袋ショッピングパークにまで装置の設置範囲が及

んでいるのかを調べているうちに、大変に興味深いことが分かった。西武・LIBRO・

PARCO・ISP 池袋ショッピングパークの場合、マップに掲載している他の都内の商業施設

と異なり、食品売場などのテナントごとに超音波装置について尋ねても、設置を知らない

ケースがほとんどであることから、実状が何となく判明してきた。 

 まず、西武池袋本店の超音波装置からして、末端の各テナントの恣意的な意向による設

置ではなく、貸主であるそごう・西武が企業方針として、提携している特定メーカーの超

音波装置を一括導入・設置しているからこそ、テナントに無関係に各フロアに広範囲に装

置が設置されているらしいことが分かった。 

 これまでにも、当コミュニティメンバーや私が企業やテナントに直接または電話で確認

することはあったものの、実状はよく分からないことが多かったが、西武店内の各テナン

トの装置については、ほぼ西武の企業方針で間違いないようだ。 

 地下 1 階・地下 2 階についても、シェルガーデン（ザ・ガーデン自由が丘などを展開）

の子会社やテナントではなく、あくまでも西武の企業方針による設置のようである。 

 そして LIBRO だが、LIBRO も結局、西武に書籍館・別館を借りているのであり、超音

波発生機器の設置も、LIBRO ではなく、貸主である西武の方針のようである。今日で閉店
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であり、跡地には三省堂書店池袋本店が出店するそうだが、今後の機器の撤去・設置状況

に注目したい。 

（ちなみに、今回の LIBRO の閉店は、ジュンク堂との競争での敗北ではなく、西武との間

でのテナント契約関連の事情によるようである。） 

 こうして、LIBRO の超音波装置の設置は、まず第一に貸主としての西武の方針であると

考えられるが、さらに、PARCOにおける装置の設置の現状からは、西武や PARCO、かつ

てPARCOの子会社であったLIBROを含んだ旧セゾングループの中核企業としての西武の

方針であることまでもが窺える。 

 このほか、現在は西武との提携を解消しているものの旧セゾングループの一角を成した

事業者の保有する商業ビルなどに同様の超音波装置の設置が多く見られるかどうかを調査

すれば、西武の現在の設置方針が旧セゾングループとしての設置方針であるかどうかを判

断することが可能である。 

 そして、すでにそうであることを窺わせる有意な結果が出そうなのだが、一般客による

超音波装置の実状の調査と企業の信用・名誉との関係によって生じる問題を明文化した法

令・条例・内規などがあるわけがないので、まだ公表はためらわれるところである。 

 さらに、マップで示したように、西武百貨店を中核とした旧セゾングループ（旧西武流

通グループ）と早くから袂を分かったはずの西武グループ（旧西武鉄道グループ）の西武

鉄道の池袋駅構内とその沿線、さらに、そごう・西武の関連会社である ISP 池袋ショッピ

ングパークにまで超音波装置の設置が見られる点にも注目すべきである。 

 どうやら、もはやこれは、西武系列企業全体（そごう、西武、西友、ファミリーマート、

シェルガーデン、ISP 池袋ショッピングパーク、ロフト、LIBRO、PARCO、良品計画、

クレディセゾンなどの旧セゾングループ系列やそごう・西武系列と、西武ホールディング

ス、西武鉄道、プリンスホテル、西武建設、豊島園、西武ライオンズなどの西武ホールデ

ィングスや西武グループ系列）の、ネズミ家ならぬツツミ（堤）家の怨念によるトップダ

ウン型の企業方針ではないかという気がしてきたが、そんなジョークを飛ばすには、さら

なる調査が必要だろう。 

 しかし、もし本当に企業体の方針なら、西武池袋本店や PARCO の各テナントや店長に

対して超音波装置について指摘したところで、無礼千万で可哀想であるし、全く意味がな

いことになり、少なくとも西武本社・支社級の代表電話にでも連絡したほうがよいことに

なる。これは非常に厄介である。 

 いずれにせよ、このような話題を通じて、旧皇族の土地をも思うままにした超巨大一族・

超巨大企業である堤家・西武の歴史を思い起こしたことには、さすがに自分でも笑ってし

まった。 

 そして最終的に、装置の設置がそごう・西武を傘下に持つセブン&アイホールディングス

の企業方針である可能性が残ることになるが、これについては、同傘下のセブン-イレブン

やイトーヨーカ堂に装置の設置があまり見られないこと、無関係の西武鉄道の駅構内にも
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装置が設置されていることなどから、設置は両西武系グループの単独、または、そごう・

西武のミレニアムリテイリング時代以前からの単独の方針である可能性が高いことが分か

る。 

 さて、超音波知覚者コミュニティ東京の活動としては、相変わらず、ほぼ「私＋あと一

人か二人」での超音波発生装置の設置場所周辺の散策くらいだ。 

 ただ、これまでにも、丸の内二丁目・三丁目において超音波発生装置が集中的に設置さ

れ、「超音波発生装置過密地区」と名づけて以下の Google マップに情報を掲載したところ、

同様の知覚の保持者から通行時に役に立ったとのお礼を頂くなどしているので、活動とし

てはかなり意義があるのだろうと自負している。 

 

 

【関連するページ・ブログ記事】 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、『全集』に収録。） 

 

●宮本拓海氏（東京コウモリ探検隊！隊長）による超音波騒音に関する情報提供と見解 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/154216904.html 

 

●超音波散策の写真（超音波発生装置の設置スポット） 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/84553543.html 

 

●タヌキ・コウモリの在野研究者 宮本拓海氏からの情報提供（「最近の超音波事情」内） 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/new.html 
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第八部 超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音

波装置の設置箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証

のためのフィールドワーク」 

 

第一章 超音波知覚者コミュニティ東京 

超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超

音波装置の設置箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の

検証のためのフィールドワーク」 

計画書 

 

2015 年 9 月 14 日 起筆 

2015 年 9 月 22 日 使用 

2015 年 10 月 12 日 公開 

2016 年 9 月 11 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、リンク先の私のサイトの内容は『全集』に収録。） 

 

作成者 ： 岩崎純一 

 

 

■概要 

 

 日時 ： 2015 年 9 月 22 日 

 参加者： 東京コウモリ探検隊！等 隊長 宮本拓海氏 

       http://tokyobat.jp/ 

      超音波知覚者コミュニティ東京 代表 岩崎純一 

       http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

 

 場所 ： 池袋地区、丸の内地区 
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■目的 

 

 ネット上を中心に真偽不明の超音波知覚情報が錯綜する中、これまで、宮本氏と岩崎と

の間で、超音波の物理学的定義、超音波騒音の実在性、超音波装置の設置場所の情報など

については、メールとマップを通じて共有できている。 

 一方で、宮本氏のバットディテクターの測定結果（超音波の波長・波形・音圧などの客

観的な測定結果）と岩崎のいわゆる超音波知覚（主観的な不快感）との相関関係について

は把握できていないため、これを重点的に調べる。今回は、池袋地区や丸の内地区を例に

とって調べる。 

（超音波をバットディテクターが感知または岩崎が知覚できた場所の当該装置からの距離、

超音波の直進性・指向性などの物理的性質とバットディテクターの反応や岩崎の不快感と

の関係など） 

 また、宮本氏も、岩崎が超音波知覚と呼ぶところの知覚様態を少なからず持っているが、

このような「自覚」そのものが或る程度の高い知識や学究的な姿勢によらなければ生じる

ことが難しいという可能性（超音波が聞こえていながら、それが超音波であることを知ら

ないか認めたくない、または非物理学的現象・超常現象であると信じる人々が多くいる可

能性）についても考えたい。 

 さらに、そのような現状を踏まえ、今後に向けて、超音波騒音公害について公にはたら

きかける場合の的確な説明・啓発の仕方がどのようなものかを検討する。 

 

 

■当日のルートと確認スポット 

 

＊ 当日の岩崎の体調や気候により、当該スポットを通過できず近づくことしかできない

場合、迂回する可能性あり。 

 

13:30  池袋駅東口（北）に集合（いけふくろう像前の階段を上がったところ） 

 

13:30～ 散策 

→ 東池袋一丁目の路上：特に、ユニクロ付近 WACCA の店舗内：特に、ユザワヤ 

→ 池袋駅 35 番口を入る 

→ ISP（池袋ショッピングパーク）：特に、F&V 池栄、レンガ通り・北レンガ通り出入口 

→ チェリーロードの PARCO 入口、元禄うどん前 

→ 西武 B1F：特に、南クラブ・オンゲート、ルビアン付近 

→ 西武 8F へ上がる：ダイニングパーク池袋（スポーツ用品売場側入口から入る） 
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15:00  休憩・議論 

 

→ 丸ノ内線で大手町駅下車 

 

16:00～ 散策 

→ A5 付近の連絡通路、大手町タワー 

→ 東西線地下道、D6、D3 番口、東京駅、5、3 番口 

→ 馬場先門から地上に出る 

→ ザ・ペニンシュラ東京まで地上 

→ A3、A6 番口と第二日比谷ビル前 

→ 日比谷シャンテ前を通り、帝国ホテルタワー側から JR 高架をくぐる 

→ Daiwa 銀座ビル、ヒューリック銀座七丁目ビル周辺を確認 

→ 銀座駅（丸ノ内線） 

 

（その後、自由） 
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第二章 超音波知覚者コミュニティ東京 

超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超

音波装置の設置箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の

検証のためのフィールドワーク」 

報告書 

 

2015 年 9 月 22 日 起筆 

2015 年 10 月 3 日 擱筆 

2015 年 10 月 12 日 公開 

2016 年 9 月 12 日 最終更新 

 特設サイト「超音波知覚者コミュニティ東京」 

 消費者庁、公正取引委員会、東京都、産業技術総合研究所（AIST）、超音波装置製造業者

に提供 

（2018 年 7 月 12 日に追記：現在、リンク先の私のサイトの内容は『全集』に収録。） 

 

作成者 ： 岩崎純一 

 

フィールドワーク実施年月日 ： 2015 年 9 月 22 日（火） 

フィールドワーク計画者、主催者 ： 岩崎純一 

フィールドワーク同行者、バットディテクター調査実施者 ： 宮本拓海 

  

目次 

 

序 フィールドワーク概要（バットディテクターの転用） 

1. 実施内容 

 (1) 日時などの概要 

 (2) 目的 

 (3) 当日のルートと確認スポット 

 (4) 持参した物の一覧 

 (5) 使用したバットディテクター 

 (6) 調査対象とする超音波発生源（装置・機器・物体・その他） 

 (7) フィールドワークの信憑性・正確性の確保や不快感の回避のための対策 

2. 宮本拓海、岩崎純一による超音波装置、超音波騒音に関する解説ページの一覧 

3. 岩崎純一の超音波知覚の当日時点の状態とフィールドワーク結果予測 

 (1) 岩崎純一の超音波知覚の当日時点の状態 
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 (2) 岩崎自身による事前のフィールドワーク結果予測(A)～(D) 

4. フィールドワーク調査結果 

 (1) 岩崎純一の超音波知覚の結果概要 

 (2) 予測(A)～(D)の結果について 

 (3) 報告マップ上の各超音波スポットの調査結果の詳細（固定された装置・機器） 

 (4) 移動する超音波装置などの調査結果の詳細 

結尾  

序 フィールドワーク概要（バットディテクターの転用） 

 

 このフィールドワークは、計画者である岩崎純一の超音波知覚、および、岩崎純一代表

を中心として実施してきた超音波知覚者コミュニティ東京におけるこれまでの超音波散策

と超音波スポット報告マップ作成の試みについて、その正確性・妥当性を専門家により検

証し、科学的・客観的な裏付けを与え、ひいては「超音波騒音公害」概念の確立の是非を

考えることを目的として、コウモリの生態や超音波などの専門家である宮本拓海氏に岩崎

が依頼し、コミュニティの別枠として実施したものである。 

 このフィールドワークには、バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた。バット

ディテクターは、その名の通り、本来はコウモリが発する超音波を検知し、これを可聴音

に変換して再生することで、コウモリの存在を知る目的で用いるものである。 

 しかし、コウモリが発する超音波以外の超音波への感度も同様に高く、同行者の宮本氏

がまずこの点に気づいたことから、今回のフィールドワークでは、岩崎がすでに下記の超

音波スポット報告マップ上に描いているか、または当日のフィールドワーク中に「超音波

が知覚される」と主張・報告した地点付近の超音波装置の探索に、転用することとした。 

 

 

1. 実施内容 

 

(1) 日時などの概要（下記の計画書より転載。） 

 

 日時 ： 2015 年 9 月 22 日 

 参加者： 東京コウモリ探検隊！等 隊長 宮本拓海氏 

       http://tokyobat.jp/ 

      超音波知覚者コミュニティ東京 代表 岩崎純一 

       http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

 

 場所 ： 池袋地区、丸の内地区 
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(2) 目的（下記の計画書より転載。） 

 

 ネット上を中心に真偽不明の超音波知覚情報が錯綜する中、これまで、宮本氏と岩崎と

の間で、超音波の物理学的定義、超音波騒音の実在性、超音波装置の設置場所の情報など

については、メールとマップを通じて共有できている。 

 一方で、宮本氏のバットディテクターの測定結果（超音波の波長・波形・音圧などの客

観的な測定結果）と岩崎のいわゆる超音波知覚（主観的な不快感）との相関関係について

は把握できていないため、これを重点的に調べる。今回は、池袋地区や丸の内地区を例に

とって調べる。 

（超音波をバットディテクターが感知または岩崎が知覚できた場所の当該装置からの距離、

超音波の直進性・指向性などの物理的性質とバットディテクターの反応や岩崎の不快感と

の関係など） 

 また、宮本氏も、岩崎が超音波知覚と呼ぶところの知覚様態を少なからず持っているが、

このような「自覚」そのものが或る程度の高い知識や学究的な姿勢によらなければ生じる

ことが難しいという可能性（超音波が聞こえていながら、それが超音波であることを知ら

ないか認めたくない、または非物理学的現象・超常現象であると信じる人々が多くいる可

能性）についても考えたい。 

 さらに、そのような現状を踏まえ、今後に向けて、超音波騒音公害について公にはたら

きかける場合の的確な説明・啓発の仕方がどのようなものかを検討する。 

 

 

(3) 当日のルートと確認スポット（下記の計画書より転載。あくまでも予定で、当日のルー

トはやや異なり、スポットも増えた。スポットごとの調査結果の詳細は後述。） 

 

＊ 当日の岩崎の体調や気候により、当該スポットを通過できず近づくことしかできない

場合、迂回する可能性あり。 

 

13:30  池袋駅東口（北）に集合（いけふくろう像前の階段を上がったところ） 

 

13:30～ 散策 

→ 東池袋一丁目の路上：特に、ユニクロ付近 WACCA の店舗内：特に、ユザワヤ 

→ 池袋駅 35 番口を入る 

→ ISP（池袋ショッピングパーク）：特に、F&V 池栄、レンガ通り・北レンガ通り出入口 

→ チェリーロードの PARCO 入口、元禄うどん前 

→ 西武 B1F：特に、南クラブ・オンゲート、ルビアン付近 
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→ 西武 8F へ上がる：ダイニングパーク池袋（スポーツ用品売場側入口から入る） 

 

15:00  休憩・議論 

 

→ 丸ノ内線で大手町駅下車 

 

16:00～ 散策 

→ A5 付近の連絡通路、大手町タワー 

→ 東西線地下道、D6、D3 番口、東京駅、5、3 番口 

→ 馬場先門から地上に出る 

→ ザ・ペニンシュラ東京まで地上 

→ A3、A6 番口と第二日比谷ビル前 

→ 日比谷シャンテ前を通り、帝国ホテルタワー側から JR 高架をくぐる 

→ Daiwa 銀座ビル、ヒューリック銀座七丁目ビル周辺を確認 

→ 銀座駅（丸ノ内線） 

 

（その後、自由） 

 

 

(4) 持参した物の一覧 

 

超音波散策計画書 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/keikakusho20150922.pdf 

都内超音波スポット報告マップ 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z2NTIa6LhqN0.kLQLwMQh3G0w 

西武池袋本店、ISP（池袋ショッピングパーク）などのフロアガイド 

 https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor/ 

 http://web-isp.co.jp/floorguide/ 

池袋駅、大手町駅などの構内図、地下通路図 

 https://www.jreast.co.jp/estation/stations/108.html 

 http://www.tokyometro.jp/station/ikebukuro/yardmap/ 

 http://www.tokyometro.jp/station/otemachi/yardmap/ 

バットディテクター（宮本氏のみ） 
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(5) 使用したバットディテクター（製品サイトより引用） 

 

商品名： ウルトラ・ソニック・ディテクター７ (バットディテクター7、Bat Detector 7)  

型番： USD7 (Ultra Sonic Detector Ver ７)  

・センサー  高感度 ＭＥＭＳセンサーを採用 米 Knowles 社製 

・受信帯域  １０Ｋｈｚ～８０Ｋｈｚ （ローカル発振） １Ｋｈｚステップで可変でき

ます。  

・周波数変更 デジタル、ロータリーエンコーダー式  

・変換方式  ヘテロダイン式 ダイレクトコンバージョン 

・表示部   数字２桁 赤発光 周波数表示、レベル表示 

・出 力   内蔵スピーカーφ３６ｍｍ ０．５Ｗ 又は外部ジャック 相互使用可能 

・電源電圧  ３Ｖ アルカリ単４電池 ２本 （連続使用 ２４時間以上） 

・消費電流  ＴＹＰ ３０ｍＡ 周波数表示時  

            通常受信時４０ｍＡ以下、ヘッドホンの場合３０ｍＡ以下 

・サイズ   Ｗ６６×Ｈ２８×Ｄ１２５ｍｍ (ボリュームつまみ含む) 

・質 量   １５０ｇ以下 電池含む 

 http://www5b.biglobe.ne.jp/~YASUSI/shop/usd/usd.htm 

 

 

(6) 調査対象とする超音波発生源（装置・機器・物体・その他） 

 

 基本的に、マップに描いた既知のスポットの固定された装置・機器を狙って調査するこ

とに加え、逆に、超音波を岩崎とバットディテクターが感知した場合にそこにいかなる新

たな装置・機器があるかをも調査したり、移動する自動車などからの超音波をも調査する

ため、以下のページに挙げた装置・機器は全て調査対象とする。 

●扱っている超音波発生源（装置・機器・物品・その他）、求めている情報 
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 http://iwasakijunichi.net/choonpa/choonpagen.html 

 

●今回主に扱う装置・機器 

▼超音波型動物防除装置 

（ネズミ防除装置、ネコ防除装置、ゴキブリ防除装置、蚊防除装置など。リースでの設置

も多いため、メンテナンス・契約更新ごとに性能が向上した製品やバージョンに交換され

ることがあり、なかなか完全には撤去されにくい。） 

▼パーキングメーター（主に路上駐車場） 

▼超音波式車両感知器 

▼自動車の超音波センサー（クリアランスソナーを多く含む。常に移動するため、マップ

上に記録する意味がないが、見つけるたびに調査・議論は行う。） 

▼その他、岩崎が超音波を知覚したとその場で報告したり、バットディテクターが超音波

を検知した際に、その近辺に実在を確認できる、移動する装置・機器・物品・超音波源な

ども対象とする。 

（自動車や自転車のブレーキ音に含まれる超音波、電車の車輪とレールの摩擦音に含まれ

る超音波、歩行者のカバンの金属製の装飾品やアクセサリどうしがぶつかる音に含まれる

超音波などが、比較的よく岩崎にもバットディテクターにも感知される。） 

 

 

(7) フィールドワークの信憑性・正確性の確保や不快感の回避のための対策 

 

＊ 岩崎自身は、バットディテクターを持ち歩かない。また、事前に所持もしない。 

 マップのスポットは、全てが、岩崎単独または岩崎とコミュニティのメンバーの聴覚や

共感覚に基づく報告か、または宮本氏単独でのバットディテクターを用いたスポットの報

告の、いずれかである。 

 

＊ 岩崎自身は、超音波を知覚した地点から先は、その不快感のために、装置に接近し、

メートル以下の単位で設置場所を特定することがめったにできないため、これまでに作成

したマップ上のピンの位置も不正確な場合がある。 

 従って今回も、その地点から先へは、バットディテクターを所持する宮本氏のみが進み、

実際に超音波装置が存在するかどうかの確認は、宮本氏に一任する。 

 

 

2. 宮本拓海、岩崎純一による超音波装置、超音波騒音に関する解説ページの一覧 

 

【東京コウモリ探検隊！（隊長 宮本拓海氏）http://tokyobat.jp/のサイト内】 
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●超音波と超音波騒音 

 http://tokyobat.jp/ultrasonic.htm 

●いきもの通信 Vol. 578(2014/5/25) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターを使って

みたら川は超音波に満ちあふれていた 

 http://ikimonotuusin.com/doc/578.htm 

●いきもの通信 Vol. 587(2014/10/12) [東京コウモリ探検隊！]アブラコウモリの超音波を

録音してみた。そして長時間録音してみると… 

 http://ikimonotuusin.com/doc/587.htm 

●いきもの通信 Vol. 589(2014/11/23) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターでコウ

モリ以外の超音波を探してみた  

 http://ikimonotuusin.com/doc/589.htm 

●いきもの通信 Vol. 591(2015/7/12) [東京コウモリ探検隊！]超音波騒音に気付いています

か？ 

 http://ikimonotuusin.com/doc/591.htm 

 

【超音波知覚者コミュニティ東京（代表 岩崎純一）http://iwasakijunichi.net/choonpa/

のサイト内】 

●都内超音波スポット報告マップ 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z2NTIa6LhqN0.kLQLwMQh3G0w 

●扱っている超音波発生源（装置・機器・物品・その他）、求めている情報 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/choonpagen.html 

●最近の超音波事情 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/new.html 

●超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/sansaku.html 

●公正取引委員会・消費者庁による法的処分、不良品に関する警告や回収、科学者による

警告等 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/iho.html 

●宮本拓海氏からの情報提供 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/bat.html 

 

 

3. 岩崎純一の超音波知覚の当日時点の状態とフィールドワーク結果予測 

 

(1) 岩崎純一の超音波知覚の当日時点の状態 
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＊ 超音波を聴覚で聴き取れるほか、身体感覚・共感覚その他の様々な感覚でも音波・超

音波をとらえることができ、かつその物理的実体が音波・超音波であることを知っている。

さらにこのことは、フィールドワーク同行者の宮本氏やコミュニティのメンバーらに共有

されている。（宮本氏のサイトでの紹介もご参照。） 

（すなわち、超音波が聴こえていながらこれを電磁波であると主張したり、超音波が聴こ

えていないにもかかわらず聴こえていると主張したりしていない。） 

 共感覚とは、音波を視覚でとらえたり可視光・電磁波を聴覚でとらえたりする特殊な人々

の知覚様態を言い（れっきとした神経科学・生理学・心理学用語であり、海外を中心に広

く検証済み）、岩崎も多くの大学にて調査を受けており、岩崎が超音波を共感覚でとらえる

場合、聴覚のみならず視覚・嗅覚・触覚などでもとらえている。 

 

●岩崎の共感覚の解説ページ 

 http://iwasakijunichi.net/synaesthesia/ 

●岩崎の共感覚に関する著書 

 http://iwasakijunichi.net/chosho.html 

 

＊ 超音波装置から発せられる大音圧の人工超音波については、もっぱら不快感しか覚え

ない。 

 

＊ 超音波知覚者コミュニティ東京としての超音波散策へのこれまでの参加者の中でも、

特にいちじるしい超音波知覚を有していると考えられる。 

 

＊ 聴覚のみの特徴を取り出したならば、当然ながら人類（ホモ・サピエンス）一般の聴

覚性能に一致するし、それ以上でも以下でもない。 

（ホイヘンス＝フレネルの原理や等ラウドネス曲線から逸脱する聴覚性能を有しない。地

球の裏側で鳴っている超音波が聴こえたり、日常的にコウモリと対話しているなどの、巷

で見られる虚偽の報告や擬似科学を全て排除したところに残る知覚能力しか持ち合わせて

いないし、そのような知覚能力しかここでは議論の対象としない。） 

 

＊ 聴覚以外の身体感覚や共感覚による音波・超音波感知能力については、いずれ科学的

に解明されると考えられるが、現在のところ、未解明な点が多い。 

 ただし、そもそも聴覚とは、音波が粗密波としての縦波・弾性波である点において、い

わば圧覚・触覚の一種であり（鼓膜や耳小骨、聴神経が音波に最も敏感な機構を有する器

官であるということにすぎず）、身体感覚（皮膚感覚など）や共感覚（視覚による音波感覚

など）で音波を「聴く」・「見る」・「知覚する」ことは、十分に考えられることである。 
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＊ 聴覚過敏などの知覚過敏の原因となりやすい視覚障害、学習障害、発達障害、知的障

害、統合失調症、解離性障害などのいずれの身体障害や精神疾患の保持・罹患も観察され

ない。どの学者・研究者・医師からも、「生得的にも後天的にも定型発達者・健常者が持ち

うる最大限の動物的能力を持っているとしか言えない」などとのみコメントを受けている。 

 知覚過敏を引き起こす薬物などの摂取も一切ない。 

 

 

【超音波知覚を持っていて得をすること】 

 

▼稀に、超音波が聴覚で聴こえていないか、身体感覚や共感覚で知覚している自覚もない

にもかかわらず、決まって数分後に頭痛や平衡感覚の異常を訴える人もいる。 

 私がそのような人と同行している場合、私が聴覚・身体感覚・共感覚その他の様々な感

覚により、装置の設置場所で即座に超音波をとらえて報告することにより、その人の直後

の頭痛などを防ぐことができる。 

 これについては、すでに実践し、有意な効果が出ている。 

 

▼コウモリやイルカなどの動物が発する超音波については、これを「言語」と見なしたと

きに彼らが同じ動物種間で「何を伝達し合っているか」は全く分からないが、動物が発す

る超音波そのものは前述の各種感覚でとらえることができる時がある。 

 もし私が、コウモリやイルカの超音波などを聴覚・身体感覚・共感覚で分析し、コウモ

リどうしやイルカどうしの伝達内容を解読できれば、動物やヒトの生態の知見も一層進む

ものと考えられる。 

（彼ら動物が、どのようにして地震の前兆をとらえ、前もって行動を変えているかが分か

る可能性がある、など。） 

 ただし、動物心理学や地震予知学がほとんど信用されていない日本においては、極めて

実現が困難であると考えている。 

 

▼あえて非科学的なフレーズで本音を述べるならば、「超音波や超高周波音ならばまだしも、

比較的低い音域の高周波が街の至る所で鳴っていることにさえ気づかない大勢の人々の鈍

感さが滑稽で信じがたく、ある意味で私は、それらの人々には聴こえない世界を存分に楽

しんでいるのかもしれない」と感じている。 

 ただし、ここで感じる滑稽さとは、他の動物に対する（私を含む）現代の人類の知覚の

矮小さに私が感じる壮大な滑稽さであり、周囲の人々に対する私の見下しなどではないと

も感じる。 
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【超音波知覚を持っていて困ること】 

 

＊ 超音波装置から発せられる大音圧の人工超音波による不快感により、私の日常生活に

おいて以下のような実害・困ることが発生している。 

 

▼同じ目的地に移動するにも、超音波装置を迂回し、最短時間や最小運賃を犠牲にするこ

とがあるため、様々な自己負担分が増加する。 

 

▼私生活における移動（買い物・外食など）においても、勤務時間における移動（会議会

場への往復など）においても、超音波装置を迂回するルートを調査・確保している。装置

の存在を知らない初回は致し方ないが、二回目以降は、マップなどで迂回ルートを探し、

所持している。 

 

▼特に動物防除装置は、デパートやスーパーの食料品売場やレストラン街の出入口に設置

されることが多いため、聴覚や共感覚の遮断無くしては入ること自体が困難または不可能

であるエリアが、フィールドワークで調査した西武池袋本店や ISP（池袋ショッピングパー

ク）などの各フロアのように、東京都内に多く存在する。 

 

▼知人との食事場所の予約を考える際にも、私自身が滞在できる場所でなければならない

ため、予約そのものが困難であり、予約はほとんどしない。予約する場合には、場所を外

から観察するだけでなく、中に入って超音波の伝播状況と超音波装置の設置状況を観察す

る必要がある。 

 

▼同様の行動を外勤での重要な会議の会場などでとった場合、下手をすれば社会的信用を

失う。 

 例えば、「私には超音波が知覚できており、この会議室には超音波式ネコよけ装置が設置

されていて不快であり、頭痛がするため、出席を辞退する」などという理由が通用するは

ずがない。極めて物理学的・知覚心理学的に高度で正当な内容が、極めて滑稽な笑い話に

聞こえてしまう良い例である。 

 堂々とこのような発言をして失敗した過去が何度かあり、こういった現状におけるスト

レスの増大が、私にとって、社会で生きていく上で決定的な致命傷となっている。 

 

▼このような、知人や同僚・仕事のパートナーとの親睦や相互理解の機会の逸失による社

会的・心理的ストレスの増大への不安や、感覚的かつ知的な会話を我慢することによる感

覚的欲求かつ知的欲求の持て余しへの不満が、生きている中で常にある。このストレスは、
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超音波そのものの不快感よりも大きい。 

 これらの社会的・心理的ストレスに比べれば、超音波そのものの不快感によるストレス

については、非常に高いストレス耐性や危機回避意識によって抑制可能であると自覚して

いる。ただし今後は、超音波装置の急増の現状に鑑みれば、安堵はできない状況であると

言える。  

 

●代表者岩崎純一の超音波知覚（聴覚、身体感覚、共感覚による）、および、この知覚によ

り日常生活で得をすることと困ることの紹介 1（文章での解説）、2（音域表、画像） 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/iwasaki-j.html 

 

 

(2) 岩崎自身による事前のフィールドワーク結果予測(A)～(E) 

 

(A) バットディテクターが超音波を検出するであろうスポット・エリアと、岩崎が超音波を

知覚したと報告するであろうスポット・エリア（あるいは、装置の大まかな設置場所）に

ついての予測 

 

 数メートル～数十メートル以内の誤差があるのみで、ほとんどのスポット・エリアが一

致すると予想される。 

ネット上を中心に真偽不明の超音波知覚情報が錯綜する中、これまで、宮本氏と岩崎との

間で、超音波の物理学的定義、超音波騒音の実在性、超音波装置の設置場所の情報などに

ついては、メールとマップを通じて共有できており、この点について不整合は生じないと

考えられる。 

 

(B) バットディテクターの測定結果（超音波の波長・波形・音圧などの客観的な測定結果）

と岩崎のいわゆる超音波知覚（主観的な不快感）との相関関係についての予測 

（超音波をバットディテクターが感知または岩崎が知覚できた場所の当該装置からの距離、

超音波の直進性・指向性などの物理的性質とバットディテクターの反応や岩崎の不快感と

の関係についての予測） 

 

 可聴音波と同様に、超音波の音圧が高い（音量が大きい、デシベル値が大きい）ほど岩

崎の不快感も大きいと考えられるが、音圧の大きなクラシック音楽よりも音圧の小さな工

事の騒音のほうが、人間にとって不快で、騒音公害問題となるのと同様に、その不快な心

境は波長・波形にも左右されると予想される。 

 ただし、全体として、超音波装置が発する超音波に対し、バットディテクターの検知性

能が岩崎の聴覚・身体感覚・共感覚その他の全感覚を用いた超音波知覚をいちじるしく上
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回っていると予想される。装置に近づこうとすると、必ずバットディテクターが遠方で先

に反応し、超音波を検出すると考えられる。 

 このことは、対象が超音波であり、かつバットディテクターが超音波帯域の検出用に設

定されている限り、波長・波形・音圧のいずれの要素についても例外なく当てはまると予

想される。 

（すなわち、可聴音域上限あたりの高周波を岩崎のみに聴かせるような意図的かつ不当・

不正な設定を、バットディテクターに施していない限り、ということ。また、実際に、こ

のような設定を施さずにフィールドワークを実施した。） 

 今回のバットディテクターが、「狭く鋭い」ヘテロダイン式であり、特定の周波数に特化

している一方、岩崎の超音波知覚は、いわば「浅く広い」フリークエンシイー・ディビジ

ョン式のバットディテクターであると言え、広い周波数帯域の超音波の全体像をとらえる

傾向にあるが、前述の結果は変わらないと予想される。 

 従って、今回の実験後に、同一または類似の市販のバットディテクターを購入して持ち

歩き、超音波装置への接近前にかなり遠方で超音波を検出することで、装置を回避・迂回

し、少なくとも超音波による不快感をほぼ避けて快適に外出することが可能となると期待

される。 

 

(C) 超音波知覚者の人数、対全人口比についての予測 

 

 理論上は、超音波を聴覚・身体感覚・共感覚その他の全感覚によって知覚できている人

は、多くはないものの、一定人数はいると思われる。しかし、その実態は不明である。 

一般に「超音波」と呼称される、20Hz を超える粗密波としての縦波のみならず、18Hz

以下の極端な大音圧による可聴音波を発しているネズミ・ネコ防除装置も設置されている

ことから、若年者に至っては、「ほぼ全ての若年者には聴こえている（または体感できてい

る）にもかかわらず、この物理学的実体が超音波なる粗密波としての縦波・弾性波である

ことへの知識を持っていないがために、聴こえていないと信じている」にすぎない事態も

考えられる。 

ところが、理論上ではなく、経験上・実感上では、「めったにおらず、数十人～数百人に

一人程度の割合である」としか観察されず、知人・同僚などに尋ねて回ったところでも、「自

分は超音波知覚は持たないが、そのような知覚の保持者の存在については新たに知識とし

て理解した」旨を回答したか、「理解することは困難または不可能である（到底科学である

とは思えないがために信じたくない）」旨を回答したパターンが最多であった。 

ただし、このことは、「人間は、自らが知覚や知識を持たない対象としての物理学的実体

を認識できるか。あるいは、認識できないものは物理学的実体でありうるか」という哲学

的・宗教的問題をはらんでいる。これは、岩崎が専門としてきた認識論・存在論のほか、

ハイゼンベルクの不確定性原理、量子力学的な思想にさえかかわるが、ここではこのよう
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な哲学的問題は取り上げないこととする。 

すなわち、「超音波が知覚できない者にとって、超音波は存在しないも同然であるか、存

在しない」可能性の真偽については、ここでは全て古典物理学的に「偽」と見なして、そ

れ以上議論しないという意味である。 

 

(D) 超音波騒音の公害としての位置づけの可能性についての予測 

 

 コミュニティのページにも記したように、前述の岩崎の実生活における支障の事例をは

じめとして、超音波装置が様々な実害を超音波知覚者に対してもたらしていることから、

宮本氏はこの問題を「超音波騒音公害」として位置づけることを提案し、その案を、コウ

モリの生態・超音波の研究のための自身のサイトの一部として解説・公表している。（前述） 

 岩崎も、「超音波騒音公害」概念の提案について前向きに受け止めている。 

 実際のところ、少なくとも一部の動物防除装置については、極端に強大な超音波を発し

ていながら、その効果が疑われており、効果を誇大表示するなど、明らかに景品表示法違

反が確認された業者に対しては、公正取引委員会や消費者庁によって処分が下った例があ

る。また最近では、ソニーが、強大な超音波が発生する不具合のある自社製品について、

警告と対処法を公開した例などがある。1 

 

 

4. フィールドワーク調査結果 

 

(1) 岩崎純一の超音波知覚の結果概要 

 

＊ やはり実際に、一般のほとんどの人には聴こえていない超音波が、聴覚で聴こえてい

るほか、身体感覚・共感覚など別の感覚でも音波・超音波をとらえることができている。 

 

＊ 超音波を知覚しているのみならず、シー・アイ・シー社製やイカリ消毒社製の超音波

式ネズミ防除装置などをメーカーごとに聴き分けている。また、ネズミ防除装置、ネコ防

除装置、自動車の超音波センサーやブレーキ音、自転車のブレーキ音、一部のコウモリな

どの動物の超音波も、波長・波形・音圧などで聴き分けている。 

 

＊ 天井裏に隠れていて目視できない超音波装置からの超音波も感知できており、バット

ディテクターとほぼ同時に反応・報告できている。 

 
1 公正取引委員会・消費者庁による法的処分、不良品に関する警告や回収、科学者による警

告等 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/iho.html 
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＊ 多くのバットディテクターが、「狭く鋭い」ヘテロダイン式であり、特定の周波数に特

化している一方、岩崎の超音波知覚は、いわば「浅く広い」フリークエンシイー・ディビ

ジョン式のバットディテクターであると言え、広い周波数帯域の超音波の全体像をとらえ

る傾向にある。 

 

＊ 聴覚能力のみを取り出せば、物理法則（ホイヘンス＝フレネルの原理や等ラウドネス

曲線）の範囲内でホモ・サピエンス（人類）が持ちうる聴覚能力として説明可能である。 

 

＊ 聴覚以外の身体感覚や共感覚による音波・超音波感知能力については、いずれ科学的

に解明されると考えられるが、現在のところ、未解明な点が多い。 

 ただし、そもそも聴覚とは、音波が粗密波としての縦波・弾性波である点において、い

わば圧覚・触覚の一種であり（鼓膜や耳小骨、聴神経が音波に最も敏感な機構を有する器

官であるということにすぎず）、身体感覚（皮膚感覚など）や共感覚（視覚による音波感覚

など）で音波を「聴く」・「見る」・「知覚する」ことは、十分に考えられることである。 

 

＊ コウモリなどの動物が発する超音波も時々知覚できているが、彼らの「言語（コウモ

リ間での伝達内容）」については分からない。 

 

 

(2) 予測(A)～(D)の結果について 

 

予測(A)の結果について 

 

ネット上を中心に真偽不明の超音波知覚情報が錯綜する中、これまでに宮本氏と岩崎と

の間でメールとマップを通じて共有してきた、超音波の物理学的定義、超音波騒音の実在

性、超音波装置の設置場所の情報などについては、改めてその学術的正確性・妥当性を相

互に確認した。 

 

予測(B)の結果について 

 

 ほぼ事前の予測通りであった。 

 また、宮本氏より、実際に設置されている超音波装置の情報などをご提供いただいた結

果、岩崎は、超音波を知覚しているのみならず、例えばネズミ防除装置については、シー・

アイ・シー社製やイカリ消毒社製の超音波をメーカーごとに聴き分けていることが分かっ

た。今後は、バットディテクターなしでも、あるいは装置への接近を宮本氏に依頼せずと
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も、遠方から超音波の特徴によって自ら判断できる基準を持つことができた。 

 大まかな結果として、岩崎には、シー・アイ・シー社製品からの超音波のほうがイカリ

消毒社製品からの超音波よりも不快に感じられている。 

 ただし、デパートやスーパーの食料品売場やレストラン街の出入口に設置されることが

多い動物防除装置からの超音波については、多くの場合で、バットディテクターの検出地

点が岩崎の知覚地点よりも遠方に位置した。従って、装置からの超音波を感知する絶対時

刻についても、バットディテクターが岩崎を上回っていた。 

 一方で、動物防除装置の中にも、岩崎の知覚能力のほうがバットディテクターの検知性

能を上回るケースがあった。特に、イカリ消毒社製のネズミ防除装置からの超音波につい

ては、その独特の抑揚により、可聴音域成分が発生したり、直進性・指向性がやや崩れた

りするためか、装置とバットディテクターの検出地点間の距離の二倍近くの地点において

も、岩崎には知覚可能であった。 

 この要因としては、今回のバットディテクターが、「狭く鋭い」ヘテロダイン式であり、

特定の周波数に特化している一方、岩崎の超音波知覚は、いわば「浅く広い」フリークエ

ンシイー・ディビジョン式のバットディテクターであると言え、広い周波数帯域の超音波

の全体像をとらえる傾向にあることも考えられる。 

 従って、これらを考え合わせれば、岩崎は、一度近づいてしまえばイカリ消毒社製品か

らの超音波よりも不快に感じられるシー・アイ・シー社製品からの超音波のほうに、イカ

リ消毒社製品からの超音波よりも遠方から気づきにくい、ということが言える。シェア・

普及率としては、イカリ消毒社製品よりもシー・アイ・シー社製品のほうがやや高いよう

であり、厳しい状況ではあるが、今後の動向にも注目したい。 

 パーキングメーターや超音波式車両感知器については、真横や真下に車両が駐車または

走行しているため、分かりづらかったものの、多くの場合で、バットディテクターの検知

性能が岩崎の知覚能力を上回っていることが観測された。 

 自動車の超音波センサー（クリアランスソナー）、自動車や自転車のブレーキ音に含まれ

る超音波、電車の車輪とレールの摩擦音に含まれる超音波、歩行者のカバンの金属製の装

飾品やアクセサリどうしがぶつかる音などについては、バットディテクターの検知の瞬間

と岩崎の知覚の瞬間とがほぼ同一時刻である場合が多く観測され、両者の超音波感知能力

がほとんど同一であることが確認された。 

全体を踏まえれば、岩崎が同世代男性と比較して超高周波・超音波への鋭敏な感知能力

（聴覚）を有していることに加え、超高周波・超音波を聴覚以外の感覚（身体感覚・共感

覚その他の全感覚）でも感知している可能性が、いっそう高まる結果となった。 

ただし、今回の性能を上回る高性能の超音波検出機器を使用して同様の実験を実施したな

らば、結果は大いに変わることが簡単に予想される。 

いずれにせよ、今回判明したことは、予測(B)で書いたような快適な外出を行うためには、

今回用いたような市販のバットディテクターでは足りず、岩崎の知覚を上回る高性能の超
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音波検出機器の使用が必要であるということである。 

 

予測(C)の結果について 

 

 これについては、結局のところ不明であり、何百人に一人とも、何人に一人とも、やは

り全く判定不能である。 

 その要因の一つには、当然、岩崎の超音波知覚の一部分が、少なくとも今回用いたバッ

トディテクターの検知性能に匹敵するか上回っていたことが挙げられる。 

 しかし、それを除いたとしても、宮本氏と岩崎とで、超音波装置からほんの数メートル

にすぎない付近を通過してゆく若いカップルなどの歩行者を観察した結果、当日一日のう

ちでは、超音波が鳴っていることに気づいて、岩崎のように身をかがめたり早足で移動し

たりしている若年者に遭遇することはできなかった。 

 昨今は、イヤホン・スマートフォンで音楽を聴く若年者が急増しているものの、およそ

20Hz 付近を上限として 20～25 歳頃から始まる聴覚の衰えがそれらの文明品のみによって

引き起こされることは、医学的にも考えがたい。 

 岩崎の場合、聴覚以外の身体感覚や共感覚などによっても超音波を知覚することができ

ているということは、たとえ聴覚が衰えたとしても、それが超音波知覚能力そのものには

影響を与えないことを意味する。かつ、その聴覚そのものは、前述のように、ホモ・サピ

エンスとしての聴覚機構（ホイヘンス＝フレネルの原理や等ラウドネス曲線の原則）を逸

脱しないのである。 

（すなわち、岩崎の超音波知覚は、他の惑星で宇宙人が発した超音波が聴こえたり、どこ

かの密室でのカップルの会話が超音波で聴こえるなどという、ありもしない知覚とは全く

異なるものである。あくまでも「人間として説明が付く」知覚なのである。） 

 従って、超音波に全く気づかずに付近を通行できている若年者は、聴覚の衰えが外界・

物理的実体の把握能力の衰えに直結している可能性があり、「聴覚の衰えのような、単一の

知覚の欠損を補填するだけの知覚メカニズムを、多くの現代人は持たない」という言明が

最も正確な科学的言明となる、という見解が、現時点での岩崎の見解である。 

 その意味では、「ほとんどの人々は、やはり超音波装置からの超音波に気づいていない」

ということは言えてしまう。 

 

予測(D)の結果について 

 

 以前より、宮本氏の提案や、政府機関などによる超音波装置業者に対する警告などの現

状に基づき、岩崎も「超音波騒音公害」概念の確立を前向きに考える状況に至っている。

今回のフィールドワーク以降も、その立場に特に変わりはない。 

 しかしながら、前提として、この問題を公害と認識できるのは、超音波知覚者自身、ま
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たは、超音波知覚者の存在を（知っているか否かにかかわらず）信じている者のみであり、

この点で水俣病やイタイイタイ病、ひいてはごく一般の騒音公害とは、根本的に「公害」

の概念が異なっている。 

公害と位置づけようとして、政府機関・自治体や超音波装置メーカーにはたらきかける

際には、否応なしに前述の哲学的・宗教的問題、「人が人を信じるとはいかなることか」と

いった難題をはらんでしまう。 

現在では存在を疑う国民のいない水俣病やイタイイタイ病などでさえ、当初から極めて

信憑性が高かったにもかかわらず、長らく隠蔽され信じられなかったのであるから、これ

らに匹敵するか、これらを上回る科学的検証の結果を政府機関・自治体や装置メーカーに

持ち込まなければ、真の「超音波騒音公害」概念の確立は困難であると考えている。 

これは、超音波知覚そのものや科学的能力の問題ではなく、「物事や学問への興味・関心」

や「人の信用」の問題にすぎない面があると考えている。 

 

 

(3) 報告マップ上の各超音波スポットの調査結果の詳細（固定された装置・機器） 

 

 本調査で辿ったスポットとルートは、以下のマップに掲載している。 

 

●都内超音波スポット報告マップ 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z2NTIa6LhqN0.kLQLwMQh3G0w 

 

 

◆東池袋一丁目の路上：特に、ユニクロ付近 

 

 これまで、池袋駅と首都高とを東西に結ぶ道路の中央に位置する遊歩道エリアのほぼ全

域と、東口五差路と首都高とを結ぶ道路の広域（丸ノ内線上）の両方において、強大な超

音波を知覚していたため、マップ上には別個の連続しないエリアとして描く予定であった。 

 しかし、今回の調査の結果、オーク池袋ビル内の居酒屋「金の蔵」の入口、中華そば「日

高屋」の入口（または店内）、ユニクロの搬入口のそれぞれにネズミ防除装置（シー・アイ・

シー製）が設置され、これらが双方の路上から知覚されているらしいことが判明した。 

 岩崎は、当日も不快感を示して身をかがめたり迂回するなどしたが、付近の通行者にそ

のような人はいなかった。岩崎は、聴覚・身体感覚・共感覚などの遮断なしにオーク池袋

ビル・ユニクロとラウンドワンの間の道を通行することは困難である。 

 超音波発生箇所への接近は、宮本氏に一任するほかなかった。 
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◆WACCA の店舗内：特に、ユザワヤ 

 

 これまで、3F のユザワヤのどこかに超音波発生源があると予測しており、マップ上にも

記していた。 

 ところが、当日、宮本氏が天井付近などを調査しても、超音波は観測されるものの、ネ

ズミ防除装置などの目視可能な超音波装置が見当たらないため、4F 以上の階（特にレスト

ラン）に設置してある装置からの超音波が検知されている可能性を考えて、4F 以上の階を

調査した。 

 ところが、4F 以上では超音波がとらえづらくなるため、再び 3F を調査したところ、ミ

シンの陳列棚の裏側に設置されている LED が超音波源であろうことが分かった。LED そ

のものか、またはその設置の仕方（ネジ止めなど）の不徹底が原因と考えられる。いずれ

にせよ、インバータ（直流/交流変換器）や周波数変換器の振動が原因と考えられる。 

 

●該当する LEDメーカー DN ライティング の製品ページ 

 http://www.dnlighting.co.jp/list/ 

 

 以上、このスポットについては、岩崎が超音波知覚（聴覚や身体感覚・共感覚）のみで

ほぼ音源スポットを特定できていたことになり、このタイプの波形・波長・音圧を持つ超

音波については、比較的発生源が分かりやすいとの自覚もある。 

 ただし、このような特殊なスポットについては、他のスポットと合わせてパターン化す

ることができず、常に単独のケースとして調査するしかないため、超音波知覚者にとって

は難題であると言える。 

 

●フロアガイド 

 http://wacca.tokyo/floor_guide/ 

 

 

◆ISP（池袋ショッピングパーク）：特に、F&V 池栄、レンガ通り・北レンガ通り出入口 

 

 計画とはやや異なり、29 番口より地下に入った。 

 このエリアは、2013 年半ばまではネズミ防除装置をほとんど設置していなかったが、こ

こ数年で一気に設置台数を増やしている。この点については、ISP や西武に問い合わせを続

けており、西武系列企業の企業方針である可能性が濃厚である。（以下のブログにまとめた。） 

 

●超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内～ 
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 http://iwasaki-j.sblo.jp/article/154668379.html 

 

 当日の調査結果も、マップ上に記載していた通りの結果となったが、調査後、より細か

く追記した。 

 レンガ通りと北レンガ通りの各 6 か所の全ての自動ドアの外側と内側の天井には、ネズ

ミ防除装置（シー・アイー・シー製）が設置されており、岩崎は聴覚・知覚の遮断なしに

は通行が困難である。 

 また、南館 3 番口の自動ドアを入って F&V 池栄に向かう際にも、別の超音波を岩崎もバ

ットディテクターも感知した。 

 まず、女性ファッション・衣料品エリアのカシェット、ドゥクラッセ、フィットフィッ

トで囲まれる合流地点の天井に、大きな開口部があり、そこから超音波が漏れ出てきてい

た。宮本氏によれば、食品売場に設置されているいずれかのネズミ防除装置が発生源であ

ろうとのことである。 

 さらに、サービスカウンター前を通行した際、岩崎が別の超音波を知覚したが（正確に

は、2015 年 8 月 31 日に初めて発見し、マップに記載していたもの）、すぐに宮本氏のバッ

トディテクターも反応した。宮本氏によると、ナムコのチャージ機から発生している超音

波であるとのことである。 

 以上、ISP 全体で、超音波装置の設置箇所や、超音波の偶発的な発生箇所は、20 か所ほ

どにのぼると見られる。 

 

●フロアガイド 

 http://web-isp.co.jp/floorguide/ 

 

 

◆西武池袋店 

 B1F：特に、南クラブ・オンゲート、ルビアン付近 

 8F：ダイニングパーク池袋（スポーツ用品売場側入口から入る） 

 

 西武池袋店は、多くの超音波装置の設置店であり、やはり以下のブログにその詳細をま

とめた。 

●超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内～ 

 http://iwasaki-j.sblo.jp/article/154668379.html 

 

 当日の調査結果も、事前の岩崎の予測通りであり、バットディテクターによって多くの

超音波装置が確認された。 

 以下に、装置が確認できた代表的な店舗や通路・搬入口を列挙する。（ほぼ全ての装置が、



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

113 

 

シー・アイ・シー製で、天井に設置されている。） 

 

 B1F： 

 たねや、光の時計エリア全域（天井裏に複数台）、南口（クラブ・オンゲート）、セブン

プレミアム・日比谷花壇裏口 

 

 8F： 

 パルコ行き連絡階段口、北エレベーターエリア、「銀座アスター ベルシーヌ池袋」と「築

地寿司清 すし魚寿」の間の出入口、「日本料理 吉祥」と「梅丘寿司の美登利 回し寿司活」

の間の出入口、「はんなり熊はん たん熊北店」前通路、A5・B4・B5 で囲まれたエリア（天

井にシー・アイ・シー製ネズミ防除装置。8F で装置が目視できたのは、ここのみ。）、A6・

エスカレーターエリア、B8・レストラン街入口 

 

 8F のダイニングパーク池袋は、その全域において岩崎が歩いて回れないため、宮本氏の

みがバットディテクターを所持して調査をした。このエリアが超音波過密エリアであるこ

とが正確に判明したほか、パルコ行き階段口から先、パルコ 8F もレストランフロアである

ため、超音波装置の過密エリアであろうとの予測が宮本氏より得られた。 

 

●フロアガイド 

 https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor/ 

 

 

◆チェリーロードの PARCO 入口、大江戸そば（元禄うどんから変わったか）前 

 

 ここでも、これまでに岩崎が超音波を知覚し、マップ上に記載していたのと同じ結果が

得られた。 

 最初、岩崎がこれまでの報告通り PARCO 入口にて超音波を知覚したのに対し、バット

ディテクターが隣の搬入口を示したが、精査した結果、やはり PARCO 入口の天井に装置

が設置されていた。 

 この PARCO 入口についても、以下のブログにまとめたが、入口付近にたむろする客層

のほとんどを占める若い女性たちも、見る限り、ほぼ全員が超音波を知覚していないか、

不快感を覚えている気配さえなかった。 

 

●超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内～ 

 http://iwasaki-j.sblo.jp/article/154668379.html 
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 また、薬局の HAC Xpress 内と大江戸そば（元禄うどんから変わったか）内に設置して

ある装置からの超音波も、チェリーロードに漏れており、岩崎とバットディテクターは感

知したが、付近の通行者にそのような人はいなかった。 

 チェリーロードは、いわば超音波の挟撃状態であるため、岩崎は、超音波知覚が鋭い日

や体調が悪い日には、アップルロードへと迂回している。 

 

 

◆A5 付近の連絡通路、大手町タワー 

 

 丸ノ内線での移動後の最初の調査である。 

 宮本氏によれば、休日はこのエリアの超音波装置は稼働していないため、火曜日ながら

祝日であった当日も、土日に準じて装置は稼働していないものと見込んでいた。しかし、

実際は稼働し、強大な超音波を発生させていた。 

 岩崎とバットディテクターがほぼ同時に反応し、岩崎が連絡通路に入ることができなか

ったため、あえなく地上移動となった。 

 大手町タワー沿いを歩く際、ビル内下方を見下ろしてみたが、目視の範囲内では、装置

の設置状況に関する情報は特に得られなかった。 

 永代通り直下、大手町タワー地下入口の天井に設置してある 2か所のネズミ防除装置は、

さらに強大な超音波を発生させていたが、A5 出口方面から直接つながるほうのタワー東側

入口のほうが、西側入口よりも、音圧が小さかった。 

 宮本氏は、東側入口は日中は人通りが多いため、装置の音圧を下げているが、夜間には

西側入口と同レベルにまで上げるのではないかと予測している。（また、そのような音圧調

整をおこなっているということは、電源・音圧管理者や装置の設置者が超音波知覚保持者

の存在に気づいている可能性があることを示唆する。） 

 さらに、やや東へ進み、B2a 出口、丸の内オアゾ地下入口、丸の内センタープラザ地下

入口のネズミ防除装置も調査したが、B2a 出口については、工事中のため臨時撤去されて

いた。 

 

 

◆東西線地下道、D6、D3、5、3 番口 

 

 この地区についても、主にシー・アイ・シー製のネズミ防除装置が多く設置されており、

岩崎が通行・滞在できないエリアが存在する。 

 今回は、東京駅付近をも調査予定であったが、池袋地区の多種多様な超音波事情に比べ

れば、いかにも同様の装置の設置状況であり、事前に宮本氏・岩崎の両者ともが超音波装

置の設置状況を確認していることから、見送った。 
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 ただし、D6 番出口については、大変興味深い事態に遭遇した。 

 この出口は、日本生命丸の内ガーデンタワーの商業ゾーンの開業とともに供用開始され、

ネズミ防除装置もその際に設置されたと思われる。 

 この出口に近づく際、岩崎はややバットディテクターの検知に遅れて超音波を知覚した

が、宮本氏が装置を目視で確認後、岩崎が知覚し始めた位置において、宮本氏と立ち話で

議論をおこなった。その際、若いカップルが日比谷側から歩いてきたため、様子を観察し

たところ、D6 番出口の装置の目の前を通過したにもかかわらず、超音波に気づかず、不快

感も覚えていない様子が見て取れた。 

 その後、宮本氏が D6 横を越えて日比谷側へ歩き、バットディテクターによる超音波反応

の消失地点を確認し、岩崎がどこまで耳をふさいで急いで通過すればよいかを確認した後、

その通りに岩崎も D6 横を通過した。 

 さらに、計画にあったその先の馬場先門からではなく、D3 番出口から地上に出たが、そ

の際、階段の途中にある装置からの超音波の確認もおこなった。ビルへの出入口のビル側

に設置されている装置で、この日はシャッターが閉じていたが、岩崎もバットディテクタ

ーも感知できた。 

 そのまま行幸通りをまたいで日比谷通りを進み、5 番出口付近の三菱商事ビルの地下駐車

場入口の天井にある装置からの超音波を確認した。さらに、二重橋前駅を越え、付近の 3

番出口の装置をも確認した。両方の装置からの超音波とも、岩崎もバットディテクターも、

歩道から感知することができた。 

 

 

◆丸の内パークイン（地下駐車場）の各出入口、馬場先門・東京国際フォーラム西交差点

間の車両感知器、京葉線 6 番出口 

 

 これらのスポットでも、マップに描いていた通りの調査結果となったが、非常に興味深

い結果がいくつか得られた。 

 まず、三菱一号館南の車両感知器については、ほぼ真下に向けて超音波が発せられてい

ることから、当然真下近くまで移動しなければ岩崎も感知できなかった。 

 一方で、京葉線 6 番出口については、階段を回り込んで降りたところの、ビル内への通

路との合流点の天井にネズミ防除装置が設置されているが、地上の階段前でも、岩崎もバ

ットディテクターも感知できた。 

 最も興味深いのが、丸の内パークイン（地下駐車場）の出入口の装置であり、この丸の

内エリアには多く設置されているが、今回は以下の出入口を重点的に調査した。 

 

(1) 丸の内二丁目ビル・三菱ビルと丸の内パークビル・ブリックスクエアの間の向かい合う

2 つの装置 
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(2) 新東京ビルと新国際ビルの間の向かい合う 2 つの装置 

(3) 新国際ビルと新有楽町ビルの間の向かい合う 2 つの装置 

 

 このうち、(3)の 2 つの装置が最も強大な音圧で超音波を発生させていたにもかかわらず、

マップ上からは漏れてしまっていたため、今回新たに追記した。 

 さらに、この(3)については、岩崎とバットディテクターとの反応に興味深い差が見られ

たため、次に特別に取り上げる。 

 

 

◆新国際ビルと新有楽町ビルの間の丸の内パークイン（地下駐車場）の出入口に設置され

ている 2 台の超音波装置について 

 

▼設置状況 

 新国際ビル側の装置・・・地上出入口から奥に入った地下に設置。 

 新有楽町ビル側の装置・・・地上出入口付近に設置。 

 

▼装置のメーカーと種類 

 イカリ消毒社製ネズミ防除装置 

 

▼超音波を感知できた地点の装置からの最大距離 

▽岩崎の聴覚・身体感覚・共感覚・・・ 

 新国際ビル側の装置：地上出入口から 50m（これら 2 つのビル、DN タワー21・第一農

中ビル、国際ビル・帝劇ビルで囲まれた交差点でも聴こえるし、やや身体全体でも知覚さ

れる。） 

 新有楽町ビル側の装置：地上出入口から 20m 

▽バットディテクター・・・ 

 いずれも地上出入口から 20m 

 

▼装置からの超音波の発生の仕方と、岩崎およびバットディテクターの感知の仕方 

（岩崎が、新国際ビル側の地上出入口の奥の装置からの超音波をとらえる自らの知覚とバ

ットディテクターの検知能力とを比較するため、同出入口から約 20m 離れた新有楽町側の

歩道に、バットディテクターを持って立った。） 
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 まず、イカリ消毒社製の装置からの超音波は、単純なサイン波であることが多く、この

丸の内パークインの装置からの超音波もそうであると考えられる。ただし、装置と観測地

点（バットディテクターを持った岩崎がいる地点）との距離が遠いため、超音波が様々な

壁や障害物にぶつかり、ややサイン波の性質が崩れたり、広い周波数帯域にまたがる超音

波に変化して、観測地点に届いたと考えられ、岩崎にもそのように知覚された。 

 装置と岩崎（バットディテクター）との間は、「装置から出入口までの距離（数十 m） ＋ 

出入口から岩崎までの距離（約 20m）」であるから、音速を考えれば、超音波の実際の発生

時刻よりも岩崎の聴覚・身体感覚・共感覚などの反応のほうが遅れるのは当然である。し

かし、超音波そのものは間違いなくとらえており、同じ鳴り方を反復していることや、そ

の高低・抑揚の仕方までも、直後に言語化して宮本氏に報告できるほどであった。 

 しかし、バットディテクターの反応は奇妙であった。岩崎にはあまり途切れなく超音波

が聴こえているにもかかわらず、バットディテクターは断片的にしか反応せず、低い音高

（18kHz 付近）の部分において、岩崎の聴覚反応に遅れて反応し始め、さらに、岩崎には

まだ聴こえ続けている途中であるにもかかわらず、音高が上がりきるずっと手前で反応が

途絶えるということを繰り返した。 

 バットディテクターのグラフのうち、凸部分が超音波を検知した時間、凹部分が超音波

を検知できておらず雑音のみを流している時間である。 

 また、岩崎が地上出入口から 50m 離れた交差点（上記の最大距離の説明参照）において

も、聴覚・身体感覚・共感覚のみで超音波を知覚でき、通行・滞在に苦痛を覚え続けてい
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たにもかかわらず、バットディテクターの反応は、上記グラフの得られた 20m を越える距

離からはあまり反応しなかった。 

 この要因としては、今回のバットディテクターが、「狭く鋭い」ヘテロダイン式であり、

特定の周波数に特化している一方、岩崎の超音波知覚は、いわば「浅く広い」フリークエ

ンシイー・ディビジョン式のバットディテクターであると言え、広い周波数帯域の超音波

の全体像をとらえる傾向にあることも考えられる。ただし、前述したように、岩崎には今

回の超音波は、ややサイン波の性質が崩れた広い周波数帯域の超音波として聴こえており、

ヘテロダイン式バットディテクターであっても、もう少し長い秒数だけ検知し続けるもの

だと予想していたため、実際のバットディテクターの検知結果が断片的に感じられた。 

 しかし、ヘテロダイン式バットディテクターの断片的な検知結果と、岩崎のいわばフリ

ークエンシイー・ディビジョン式の連続的な知覚結果とを、安易に比較することはできな

いだろう。 

 逆に、前述したように岩崎は、シー・アイ・シー社製のネズミ防除装置からの超音波に

ついては、感知能力が今回のバットディテクターよりも低く、イカリ消毒社製のネズミ防

除装置の超音波よりも遠方から気づきにくい、ということが言える。岩崎には、一度近づ

いてしまえば、シー・アイ・シー社製品からの超音波のほうがイカリ消毒社製品からの超

音波よりも不快に感じられているにもかかわらずである。 

 従って、もし今後、岩崎が見知らぬ土地を通行する際などに、イカリ消毒社製品からの

超音波を察知してすぐに回避するには、自身の耳・身体のみで足り（また万が一、察知に

失敗しても、シー・アイ・シー社製のものほど不快感はなく）、逆に、より手前でシー・ア

イ・シー社製品からの超音波を察知して回避するためには、自身の耳・身体のみではおぼ

つかなく、バットディテクターを使用しなければならないことになる。 

 

 

◆ザ・ペニンシュラ東京付近、第二日比谷ビル前 

 

 このエリアでも、マップに記録していた通りの調査結果となった。 

 とりわけ、ホテル北側の搬入口と地下駐車場出入口の装置は、シャッターが閉まってい

ても岩崎とバットディテクターには感知できるほどの大音圧で超音波を発生させており、

当日もそのことが確認できた。地下駐車場のほうは、スロープを降りたところの内側の天

井、植栽の真下にまるで隠蔽されるように設置されているものであり、いかに大音圧であ

るかが分かる。 

 A3、A6 番口についても、同一のネズミ防除装置が設置されていることや大まかな音圧の

強度が事前調査で判明していたので、今回も確認は簡単であった。 

 次に、第二日比谷ビルの 4 台のネズミ防除装置へと進んだが、ここでは非常に興味深い

事態に遭遇した。これらの装置は、調査当日は稼働していなかったにもかかわらず、岩崎
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とバットディテクターは超音波を感知した。宮本氏がバットディテクターを用いて精査し

たところ、同ビルと有楽町東宝ビルとの間から超音波が漏れ出ていることが分かった。超

音波の性質としては、シー・アイ・シー製のものであり、近隣のコンビニや料亭に設置さ

れている装置のいずれかが超音波源であると考えられる。 

 

 

◆日比谷シャンテ、Daiwa 銀座ビル、新橋駅 

 

 ここから先、日比谷シャンテ前を通り、帝国ホテルタワー側から JR 高架をくぐり、 

Daiwa 銀座ビルに至るまで、特に超音波装置に遭遇することはない予定であったが、実際

には遭遇することとなった。 

「合歓（ねむ）の広場」のゴジラ像の隣に建つ日比谷シャンテ別館（東宝日比谷ビル別館）

そばを通過中、地下駐車場の出入口奥から、超音波が岩崎にもバットディテクターにも感

知された。当日はシャッターが閉まっており、駐車場は利用されていなかったが、前述の

ザ・ペニンシュラ東京の裏口と同様、強大な超音波を発生させてネズミ防除を行おうとし

ている一例である。 

 また、日比谷シャンテ本館（東宝日比谷ビル本館）入口付近でも、イカリ消毒社製のネ

ズミ防除装置に特有の超音波をバットディテクターが検知し、岩崎も知覚したが、すぐに

目視できる装置は見当たらなかった。 

 日比谷シャンテと東京宝塚劇場の間を抜けて左折、高架下に差し掛かったところで、マ

ップの記録通り、Daiwa 銀座ビルの装置からの超音波を岩崎もバットディテクターも感知

した。さらに精査するため、宮本氏のみがビルに近づいたところ（岩崎はほぼ高架の真下

で待機）、ビルの周囲に設置してある装置のうち、稼働しているものと稼働していないもの

とがあった。 

 いずれにせよ、いくつかの装置は稼働しており、岩崎が泰明小学校方面にもコリドー街

方面にも抜けることは難しかった。計画では、ヒューリック銀座七丁目ビル側から超音波

エリアに接近し、付近のパーキングメーターからの超音波の調査も行うことにしていたが、

数奇屋橋などの方面から回り込む時間もなくなってきていたため、高架下を戻り、帝国ホ

テルタワーと東京電力本社の裏通り、高架沿いを進んだ。 

 そのまま新橋へと抜け、SL 広場付近のパーキングメーターを調査した。 

 付近で夕食をとり、新橋駅にて解散となった。 

 

 以上、当日調査した超音波スポット・エリアの詳細について解説した。 

 

 

(4) 移動する超音波装置などの調査結果の詳細 
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◆超音波を発生させることを目的としない車両・装置・日用品などからの偶発的な超音波

について 

 

 自動車や自転車のブレーキ音や装飾品・アクセサリどうしがぶつかる音に含まれる超音

波についての、岩崎とバットディテクターの反応状況は、先の予測の結果に書いた通りで

ある。 

（自動車のブレーキ音については、さらに詳細を後述。） 

 これらの超音波については、いつどのような場所でも発生しており、発生そのものを防

ぐ方法もなければ、防ぐべき性質のものでもないと岩崎は考えるため、残る問題は、これ

らの超音波を知覚する者の存在への理解がどれだけ得られるか、どれだけ信じられるかと

いう一点のみとなる。 

 元より超音波だけを出すことを狙いとしていないこれらの日常音には、可聴音域成分も

大いに含まれている。若年者なら誰でも聴こえる波長・波形を持つ高周波であることも多

いが、岩崎の場合、街の雑踏・喧騒の中から「カクテルパーティー効果」2のように超高周

波・超音波成分だけを取り出して聴き取ってしまう分解能が高いようである。 

 

 

◆自動車の超音波センサー（クリアランスソナー） 

 

 一方で、超音波の発生そのものを目的としている自動車の超音波センサー（クリアラン

スソナー）であるが、ここ数年で急増している。岩崎にも、これらから発生している超音

波が、聴覚で聴こえたり身体感覚・共感覚で知覚できたりしている。 

 宮本氏の指摘によれば、搭載している車種は高級車が多く、現在はベンツか日産に搭載

車が多い。（また、岩崎の超音波知覚に基づけば、2014 年以降はトヨタ車に急増している模

様。） 

 例えば、トヨタの場合は探知距離が 50cm となっている（以下の技術資料）。ベンツや日

産の探知距離は 5m～10m 程度と予想され、音量が大きい。 

（トヨタを中心に、クリアランスソナーとバックソナーとを呼び分ける傾向にあるが、こ

こではバックソナーも含めてクリアランスソナーや超音波センサーと呼ぶ。） 

 これらは、ほぼ近距離の障害物を検知するためにのみ使用されている。そのため、一定

速度以下の時だけ作動するようになっており、走行中は超音波は発生していない。超音波

が発生するのは、交差点（信号待ち）、渋滞、駐車場内といった場面となり、突然聞こえて

きて、突然聞こえなくなる。 

 
2 “Cocktail-party effect”。音声の選択的聴取(Selective listening to speech) で、選択的注

意(selective attention) の一つ。1953 年に心理学者のコリン・チェリー (Cherry) が提唱。 
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 今後自動車に超音波センサーが普及すると、交通量の多い場所では「超音波の嵐」のよ

うになり、岩崎のような超音波知覚者には厳しい状況となることが予想される。 

 

●トヨタ自動車公式サイト 

クリアランスソナー&バックソナー/インテリジェントクリアランスソナー/ドライブスター

トコントロール｜安全技術ファイル｜もっとよくしよう。 

http://toyota.jp/information/campaign/anzen_anshin/gijyutu/03/ 

 

●クリアランスソナー System  構造と作動（エカテリンブルク電子システム研究所） 

http://www.irsural.ru/caldina24x/x343/servinfo/x343k0209316001.html 

 

 

◆自動車の超高周波ブレーキ音（超音波センサーからの超音波との判別が困難。） 

 

 前述の偶発的な超音波のうち、特定の車種の自動車のブレーキ音は、特に可聴音域成分

が小さく超音波成分が大きいようであり、岩崎にもバットディテクターにも超音波センサ

ーからの超音波との区別があまり付いていないようである。 

 この混乱には、前述のように、超音波センサーが減速時・ブレーキ作動時などにしか作

動しないことも大いに影響していると考えられる。超音波センサーの超音波とブレーキ音

の超高周波成分・超音波成分とが同時に鳴っていることも多いと考えられる。 

 ただし、超音波センサーからの超音波は、当然センサーを搭載している新型車種・車両

のみから発生している一方で、ブレーキ音からの超高周波・超音波は、旧型・中古の車種・

車両、整備不良の車両、車検間近の車両などの劣化したブレーキから頻繁に発生している

可能性があることを考えれば、状況は一層混沌とし、パターン化も困難となる。 

 岩崎が特に不快に感じる自動車の超高周波ブレーキ音には、下掲のページ内の車種のタ

クシー・教習車・パトカーが搭載するブレーキの音がある。 

 

●扱っている超音波発生源（装置・機器・物品・その他）、求めている情報 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/choonpagen.html 
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 タクシー・教習車・パトカーは、旧型・中古の車種・車両も多いものの（経年車の転用）、

タクシー・教習車・パトカー専用として開発された車種・車両（コンフォート、クラウン

コンフォートなど）が多くを占める。旧型・中古の車種・車両が超高周波・超音波を含む

ブレーキ音を発生させやすい状況にあることは、前述の通りとしても、タクシー・教習車・

パトカー専用として開発された車種・車両のブレーキも、自家用車向け車種・車両からは

発生していない超高周波・超音波を含むブレーキ音を発生させている。 

 一方で、超音波センサーを搭載したタクシー（ハイヤー）・教習車・パトカーの車種には、

ワゴンタクシー・介護タクシーに使われているアルファードやヴェルファイアなどの高級

バン、ハイヤー・パトカーに使われているクラウンマジェスタやシーマなどの高級車があ

るが（教習車だけは高級車が少ない）、これらは超高周波・超音波を含むブレーキ音はほと

んど発生させていない。 

 従って、クラウン一車種を取っても、旧型・量産型クラウンベースのタクシー・教習車・

パトカーと新型・高級クラウンベースのハイヤー・パトカーとの両極のクラウンから、超

音波が発生している状況である。業務用の種々のオプションや特殊機器を付けていない個

人所有の中級クラウンのみが、不快な超高周波・超音波を発生させていない。 

 さらなる真相については、今後、自動車メーカーやタクシー業者、警察署などに問い合

わせて、できる限り解明していきたいと考えている。 

 なお、自動車から発生する可聴音（エンジン音）などについての岩崎の共感覚の例を、

以下に掲載している。このような共感覚と今回調査した超音波知覚とは、「知覚の鋭敏さ」

という点で関連があることから、今後の重要なテーマの一つである。 

 

●自動車についての共感覚（日産自動車、スカイラインを例に）（PDF） 

 http://iwasakijunichi.net/ronbun_ippan/automobiles.pdf 

  

 以上、移動する超音波発生源の調査の詳細について解説した。 

 

 

結尾 

 

 以上、超音波フィールドワーク特別回の報告を行った。 

 超音波発生装置の設置状況、超音波センサーの自動車への搭載状況などの超音波発生源

の実状も、岩崎代表をはじめとする超音波知覚者の知覚の実状も、引き続き調査・報告し

ていく予定である。 

 今後、これらの実状について大学などの研究機関において研究を実施しようと考えてい

る研究者などにおかれては、本報告書や以下のサイトのコンテンツをくまなくご覧いただ

くことを要望したい。 
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●超音波知覚者コミュニティ東京 代表 岩崎純一 

 http://iwasakijunichi.net/choonpa/  

【参考文献】 

 

一般社団法人 電子情報通信学会 

「超音波呈示前後における高周波聴力検査  High-frequency Audiometry under 

Presentation of Ultrasound」 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110008899850 

 

一般社団法人 日本音響学会 

「聴覚による超音波知覚とその影響 Some consideration on the auditory perception of 

ultrasound and its effects on hearing」 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003105709 

 

超音波暴露調査研究委員会 

「超音波領域における聴覚閾値 ― パラメトリックスピーカを話題に ―」 

http://ew3.ee.uec.ac.jp/subject/bakuro.pdf 

 

警察庁交通局交通規制課「パーキング・メーター 仕様書（案）」 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000038896 

 

時間制限駐車区間 案内地図（警視庁） 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/tizu.htm 

 

トヨタ自動車公式サイト 

クリアランスソナー&バックソナー/インテリジェントクリアランスソナー/ドライブスター

トコントロール｜安全技術ファイル｜もっとよくしよう。 

http://toyota.jp/information/campaign/anzen_anshin/gijyutu/03/ 

 

クリアランスソナー System  構造と作動（エカテリンブルク電子システム研究所） 

http://www.irsural.ru/caldina24x/x343/servinfo/x343k0209316001.html 
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第九部 「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音

波装置の設置箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証

のためのフィールドワーク」を掲載 

 

 2015 年 10 月 12 日 起筆、擱筆、公開 

 

 私（岩崎純一）は、（すでにご存知の方は多いでしょうが）これまで超音波が聴覚・身体

感覚・共感覚などで聴こえる（知覚できる）と報告してきましたし、また自分が知覚して

いる物理学的実体が超音波であることも理解してきました。 

 このたび、コウモリの生態・超音波の研究者で、高度な物理学的知識・見識をお持ちで

あり、かつ私の超音波知覚に深いご理解のある宮本拓海氏に、ご無理を承知で、私へのご

同行をお願いし、超音波スポット報告マップに掲載している超音波装置の設置箇所および

私の超音波知覚の検証フィールドワークを実施しました。実際にコウモリ探知機を使用し

ました。 

 以下に、計画書と報告書を掲載しましたので、ご関心のある方はぜひご覧いただければ

ありがたいです。 

 

◆2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音波装置の設置

箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証のためのフィールドワーク」 

 

●掲載ページ「コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の

検証」 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/bat.html 

 

●同フィールドワーク計画書（PDF） 

2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク計画書 

 

●同フィールドワーク報告書（PDF） 

2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク報告書 

 

 

第十部 ニコニコ学会βの動画が公開（超音波知覚者コミュニティ東京への東京コウ

モリ探検隊！ 宮本拓海隊長のご協力） 

 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

125 

 

 2015 年 12 月 22 日 起筆、擱筆、公開 

 

 ニコニコ学会βの以下の動画部分にて、東京タヌキ探検隊！・東京コウモリ探検隊！の

宮本拓海氏が登場されています。超音波知覚者コミュニティ東京のフィールドワークやマ

ップ作成にご協力下さっており、コミュニティのご紹介もして下さっています。 

 タヌキ研究やコウモリ研究にご関心のある方も、ぜひご覧下さい。私も余裕ができてき

たら、コウモリ研究に協力させていただく予定です。 

 

↓宮本拓海隊長のご登場部分（タヌキ研究、コウモリ研究、超音波研究のご紹介） 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv241799273#4:54:38 

 

↓「マッドネスマックス」の冒頭から。 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv241799273#4:20:00 

 

↓ニコニコ学会β全体の動画。6 時間 48 分もあるので、全部は見られそうもないですが。 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv241799273 

 

 

第十一部 「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」 

 

   第一章 「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」の発言内容 

 

 2016 年 1 月 7 日 インタビュー取材を受ける 

 2016 年 1 月 25 日 ネットニュースに掲載 

 サイエンスニュース（株式会社カンゼン） 

 無料閲覧可 

 テキストは株式会社カンゼン、発言内容は岩崎が権利を保持 

 著作者が出版社に権利の一部を譲渡 

 著作者及び著作権者への問い合わせが必要 

 

   第二章 「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」 

 

 2016 年 1 月 26 日 起筆、擱筆、公開 

 

「サイエンスニュース」に、超音波知覚者として受けたインタビュー記事が掲載されまし

た。 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

126 

 

 本来は、共感覚をメインテーマに取材を受けていましたが、店内でネズミ駆除器からの

超音波を察知してしまったため、その場で報告させていただいたところ、この内容でも取

材を受けることになりました。 

 

●ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱 

http://sciencenews.co.jp/2016/01/25/post-603/ 

 

 

第十二部 超音波式ネズミ駆除装置と衛生状態・下水道・企業体質との相関関係（ISP 

池袋ショッピングパークが 24 年間で下水道料金 4 億円不正） 

 

 2016 年 3 月 26 日 起筆、擱筆、公開 

 

 

 

 近々、私の共感覚や超音波知覚についての研究と、超音波知覚者コミュニティ東京の活

動の一環で、産業技術総合研究所（AIST）に行き、専門家の方とお話をさせていただくこ

とになっている。今回は、音声学・音饗学方面からのアプローチである。当然、「超音波知

覚者コミュニティ東京」のフィールドワーク活動について、とりわけ丸の内・大手町およ

び池袋が超音波装置密集地域である旨を含めて報告させていただく予定である。 

 

●超音波知覚者コミュニティ東京 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

 

●「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音波装置の設

置箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証のためのフィールドワー

ク」 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/165547993.html 
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●コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の検証 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/bat.html 

 

 

 新興の超音波装置密集地域である池袋については、以前、以下の記事にもまとめていた

のであった。 

 

●超音波発生装置のもう一つの牙城 ～池袋の西武・LIBRO・PARCO・西武池袋駅構内～ 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/154668379.html 

 

 

 上の記事では、駅の東側の西武と西側の東武を中心に発展してきた池袋の中で、（堤一族

時代からの）旧西武系列企業ばかりに超音波装置が集中的に設置されていることから、設

置は同企業体の上意下達による強制的な方針ではないかと私が予想している旨を書いた。 

 また、西武以外の現在のセブン&アイホールディングス傘下の企業（セブン-イレブンや

イトーヨーカ堂）に装置の設置があまり見られないこと、袂を分かったはずの西武鉄道の

駅構内にも装置が設置されていることなどから、設置は両西武系グループ（旧セゾングル

ープ系列やそごう・西武系列と、西武ホールディングスや西武グループ系列）の単独、ま

たは、そごう・西武のミレニアムリテイリング時代以前からの単独の方針である可能性が

高いとも書いた。 

 そして、一年の活動を経た今、コミュニティからの問い合わせに対して、企業側の窓口

の女性陣が回答したがらないか、または音声学・物理学の話を理解してもらえないかのど

ちらかであることに変わりはないが、装置の設置は企業方針であるとの私の確信は高まる

一方になっている。 

 東武がほとんど超音波式ネズミ駆除装置を設置していないのに対し、西武は天井という

天井に大量の装置が、しかも無茶苦茶な向きで節操なく設置されているため、私のような

敏感な知覚者が入店できないフロアさえある始末である。ほとんど信じてもらえないのだ

が、もう西武で買い物などするものかと思う以前に、店の特定の場所にしか入れないので

ある。（決して西武が嫌いなわけではない。） 

 一見すると、西武のほうが洗練されたおしゃれな陳列に見えるが、装置の設置の急増は、

当然、その店舗の裏に隠れた搬入口・倉庫におけるネズミやゴキブリの急増を暗示させる

のだから、その商業施設の衛生状態が分かる指標になっている。そして、そのこと自体を

西武が分かっていないのだろうと思う。 

 ただし、今や西武と言っても、セブン&アイ・ホールディングスの傘下にあり、旧西武系

列企業の ISP 池袋ショッピングパークなども同ホールディングスの連結子会社の道を選ん
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だ。昭和バブル期の旧態依然とした妄想的な巨大商業施設群としての「堤一族の繁栄」は、

今や昔だ。少子高齢晩婚化社会におけるコンビニ的ノウハウによる経営という、『ミカドの

肖像』を書いた猪瀬直樹もびっくりの時代の流れに、西武も乗ったわけだ。 

 ならば、末端のテナントごとの店員の繊細な感性に任せて、店舗のあり方・オリジナル

性を許してもよさそうなものだ。かつて「感性の経営」を謳ったのは、セゾングループ自

身なのだ。 

 西武も東武も、駅を挟んで池袋の発展の中心的役割を担ってきた立派な企業体だが、両

者それぞれが残している負の遺産もあるはずなのだ。東武と比較したときの西武に対する

私の違和感は、具体的・視覚的には超音波式ネズミ駆除装置などという極めて稀有な視点

において見えてはいるけれども、結局は感覚や直観によるもので、何とも断言しがたいの

がいつもじれったく思えている。 

 そんな中、超音波式ネズミ駆除装置の設置の急増の仕方（つまりは、衛生管理・衛生状

態の悪化そのものと言える）が異様だと私が感じてきた西武系列デパートである ISP 池袋

ショッピングパークが、24 年間に渡って下水道料金 4 億円を不正に免れていたと、昨日報

道された。 

 

●商業施設 下水道料金２４年間不正に免れる 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160325/k10010456571000.html（リンク切れ） 

 

 

 ISP は井戸水を使用しており、料金はポンプの稼働時間で決まるが、計測装置にブレーカ

ーを勝手に付けて、月に 2 時間だけスイッチを入れ、実際の 3％程度の料金しか払っていな

かったとのことである。 

 いやはや、組織ぐるみでこのようなほぼ無償での垂れ流し放題のコスト削減をやってい

るようでは、ネズミが大量発生するのも当たり前だ。あるいは、浮いた 4 億円で超音波式

ネズミ駆除装置を設置し、いかにも衛生管理に熱心であるかのように見せかけていたと思

われても仕方がないと思う。到底食料品を扱う企業のやることでないことは確かだ。顧客

のみならず、末端で頑張っている店員が怒ってもよいくらいである。今回の件も、どうや

ら内部告発のようだ。お手柄である。 

 しかも、超音波式ネズミ装置の効果自体が以下のように疑われているわけで、皮肉なこ

とながら、設置している企業のオカルト科学信仰レベルまで分かってしまう。まじめに下

水道料金を支払い、ネズミの数を減らし、装置の設置自体が不要になる環境を作っていけ

ばよい話ではなかろうか。 

 

●公正取引委員会・消費者庁による法的処分、不良品に関する警告や回収、科学者による

警告等 
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（超音波発生機器製造・販売業者の違法・悪質行為などについて） 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/iho.html 

 

 

 私の共感覚や超音波知覚と関係があるかどうかは横に置くとしても、装置の設置状況か

ら当該商業施設の衛生状態・下水状態や企業体質が市民サークルの手によっても推察でき

るとの見解が間違っていないということだけは、こうしてようやく分かってきた。 

 そこで、西武系列企業のデパート（特に池袋地域）の店員で、どなたか超音波知覚者コ

ミュニティ東京に入っていただける方がいないか、探してみたいと考えている。 

 表向きは洗練さを見せながら、裏で不正をやっている組織というのは、末端の市民が目

にするささいな場所の不潔さなどにその不正が垣間見えるものである。私にとっては、超

音波式ネズミ駆除装置の設置がそれであり、そして、自分自身の感覚世界が最大の頼りだ。

装置からの超音波は市民全員に聞こえるわけではないので、これまで騒音公害とすること

は難しかったが、段々と道筋が見えてきたと言えそうだ。 

 最後に、平等に東武に対する要望も述べておくならば、東武は、東京スカイツリーなど

の天空都市的な夢を追うのもよいけれども（ツリーは東武の夢だけで建設されたわけでは

ないが）、店舗の見た目の綺麗さと鉄道（特に東上線）の安全性にはもっと金をかけてほし

いと思う。 

 前者は、見た目だけ綺麗だったことが露呈してしまった ISP などよりはよいだろうが、

後者のほうは、十分な資金力があるのだから、古い犬釘や継ぎはぎだらけのレールも、JR

や他の私鉄と比べて更新があまりに遅い車輌も、なるべく早く一新してほしいと思う。こ

れらは無論、汗水垂らして働いている保線作業員や整備士のせいではなく、資金の回し方

の問題であるだろう。 

 特に東上線については、致し方のない人身事故以外の緊急事態（特に安全性に関わる不

具合）でもしばしば止まるし、レールと車輌の両方について、突貫工事や整備不良、整備

の先延ばしが多いのが大変に気になっている。路線のローカルな雰囲気を残すことと、安

全性を犠牲にすることは、全く別物であるはずだ。 

 これも私の共感覚や体性感覚、直観像記憶などの全般的な知覚過敏が影響しているのか

どうかは分からないが、劣化したレールと劣化した車輌が相互に異様な負荷を与えている

だろうし、いつ脱線事故などが起きてもおかしくないと思う。 

 少なくとも私にしてみれば、乗り心地（足・尻の感覚や吊り革の揺れ方のおかしさ）だ

けで突貫工事や整備不良、整備の先延ばしが感じられる路線などあまりない。無論、ここ

までなら、私のみが感じ取っている私自身の感覚世界の話でしかないと思われるかもしれ

ないが、事実、鉄道工学関係のサイトや論文を読んでいると、東上線の安全性について疑

問視している意見は時々見かける。 

 東上線でダイヤの乱れや飛び込み自殺が多い理由には、西武線のように高架ではなく、
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踏切が多いこともあるとは思うが、何よりもまずはレールや車輌の整備の充実に期待した

いと思ってしまう。 

 

 

【関連するページ・ブログ記事】 

 

●宮本拓海氏（東京コウモリ探検隊！隊長）による超音波騒音に関する情報提供と見解 

https://iwasakijunichi.net/iwasaki-j-blog/154216904.html 

 

●都内超音波スポット報告マップ 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

 

●超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/sansaku.html 

 

●最近の超音波事情 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/new.html 

 

【画像出典】 

●池袋ショッピングパーク（Wikipedia） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E3%82%B7%E3%83%A7%E3

%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A

F 

 

 

第十三部 産業技術総合研究所（AIST）を訪問（超音波知覚研究） 

 

 2016 年 4 月 16 日 起筆、擱筆、公開 

 

 

 

 4 月 4 日、超音波知覚者コミュニティ東京の活動の一環として、つくばの産業技術総合研

究所（AIST）を訪問しました。超音波暴露問題に詳しい蘆原郁先生にお会いするためです。 
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産業技術総合研究所（AIST） 

http://www.aist.go.jp/ 

 

 蘆原先生は、現在は超音波暴露の研究はされていないとのことでしたが、私の活動紹介

や調査報告を行い、何らかのご協力をお願いしたところ、多くの情報を下さり、個人研究

者・小規模市民サークルとしてはかなり助かった次第です。 

 実は今回は、知人である東大大学院の峯松信明教授（音声学者）に、研究機関主導によ

る私の超音波知覚の検証実験の実施の可能性について相談したところ（下方に相談時のメ

ール本文を転載）、音響学会において峯松先生が別の先生に相談して下さり、その先生が蘆

原先生をご紹介下さったため、峯松先生と共に産総研を訪問したというわけです。 

 これまで私は、政府機関（消費者庁、公正取引委員会）、自治体（消費者センター窓口な

ど）、日本音響学会、超音波装置メーカー、装置を大量に設置している商業施設（西武など。

ブログ記事でも経緯を随時執筆・更新中）を中心にはたらきかけてきましたが、どの組織

からもそれぞれに奥歯に物が挟まったような回答が得られてきたため、今回は手法を変え

て、ピンポイントで音声学者・超音波研究者に検証実験の実施のお願いに上がりました。 

 私から峯松先生や蘆原先生にお伝えしたことは、主に以下のようなものです。 

 

●超音波騒音は、薄々多くの音響関係研究者が気づいていながら、「超音波装置および超音

波発生の事実の検証」がただちに「騒音・不快感の検証」とはならないために、研究と対

応が遅れがちになっているが、ある程度は仕方ないと考えている。 

 

●消費者庁や公正取引委員会も何となく問題に気づいており、超音波装置メーカーに処分

を下した例があるが、これは「超音波で蚊を駆除できる」などという虚偽の宣伝広告をし

て商品を流通させた景品表示法違反としての処分であって、「不快を感じる一部の国民への

配慮」を奨励するための処分ではない。無論、政府は現在のところ、このような処分しか

できない。 

 

●一応、超音波・知覚過敏の主婦や OL、子供などが参加できる市民サークルという形をと

って活動しているが、超音波を電波と言ったり霊の声だと言ったりするなどの「参加者ど

うしの学識上の落差」の問題が後を絶たず、私自身は個人研究者としても超音波暴露問題

を研究したく、学的根拠を明確にするためにも、学者・専門家に私の超音波知覚の実証実

験をお願いしたい。 

 

◆東京都内 超音波機器設置スポット報告マップ◆ 
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 今回、蘆原先生より得られた主な収穫は、以下のようなものです。 

 

●超音波装置の設置スポットの報告マップを作成するなどの活動をしている個人研究者と

市民サークルの存在は、初めて知った。 

 

●ネズミ駆除装置などの高周波・超音波が聞こえる人間が存在するとの知見はすでに得ら

れており、論文報告も出ているが、一般的に非可聴音域とされているそれらの音域につい

ては、マイクの校正技術などの基準や指針が乏しく、研究は進んでいない。 

 

●超音波騒音（超音波知覚者の不快感の存在）の可能性は、2006 年から 2010 年に音響学

会内の超音波暴露についての研究会で議論されたが、「問題なし」との結論が出て、研究会

は閉じられた。 

 

●超音波装置メーカーにとっては、訴訟問題になることが最も怖いはずであるから、超音

波騒音の実態を市民レベルで調査・報告することには意義があるだろう。 

 

 これらを今までの私の研究と考え合わせると、以下のようなことが言えそうです。 

 

●音響学会やその中の各研究委員会（超音波研究委員会、騒音・振動研究委員会、聴覚研

究委員会など）に私がはたらきかけても反応が悪かったのは、「問題なし」との前述の結論

が出た直後のはたらきかけであったためである可能性が高い。 

 

●ここ五年ほどで超音波装置の設置が急増し、私（超音波知覚者コミュニティ東京）がマ

ップを作成せざるを得ないほどの設置件数となっているのは、消費者庁や公正取引委員会

が一部の超音波装置メーカーを景品表示法違反として処分しただけで終わった直後であっ

たことに加え（ほとんどのメーカーはお咎めなし）、音響学会が超音波装置メーカーを咎め

る結論を回避したことをメーカー側が観察しており、強大な音圧・音量を発する装置の製

造と販路拡大の好機と見たためであることが窺える。 

 

 最初の依頼時に峯松先生に送ったメールを転載しておきます。 

 

峯松信明先生 

 

 平素は大変お世話になっております。 

 岩崎純一です。 
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（中略） 

 

 今回の相談内容ですが、街や建造物内に設置されたり、自動車に搭載されている（ここ

数年で設置・搭載が急増している）超音波発生装置についてです。 

 

 私は以前より、以下のように、Google マップを使用して、自分の聴覚や共感覚で超音波

が聞こえる（知覚できる）場所をマップ上に記録しておりました。超音波によるネズミ・

ゴキブリ・ネコ・蚊の駆除効果をうたう装置など、種々の超音波装置の存在そのものは知

っておりましたので、これら超音波が知覚できた場所に装置があることは予想できていま

したが、基本的に目視できない場所（死角や屋根裏）に設置されており、詳細は不明のま

ま記載を続けておりました。 

 

●都内超音波スポット報告マップ 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/spot.html 

 

 また、数名の聴覚が鋭敏な方や共感覚者と一緒に、「超音波知覚者コミュニティ東京」と

いうサークルを立ち上げ、超音波ポイントの報告とマップ作成にご協力いただいてきまし

た。 

 

●超音波知覚者コミュニティ東京のサイト（私のサイト内） 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/ 

 

 聴覚の場合、「普通は、高音域、とりわけ 20Hz 以上の高音域について、年齢とともに聴

力が衰えるが、私の耳（と脳）はこの音域が聴こえる聴力・聴神経を今も持っている」と

説明できますが、共感覚の場合、「あの超音波は青紫色に聞こえる」といった、相変わらず

魔術的な文学表現に聞こえるような記述になってしまいます。 

 そこで、本当に「私が超音波を知覚でき、記録したポイント（の死角や屋根裏）」に装置

が設置されているかを、以前よりこの超音波知覚を共に議論していた、コウモリなどの動

物が発する超音波の研究者（つまり、バットディテクターなどの超音波観測機器を所有）

の宮本拓海氏に依頼し、一緒に都内のポイントをめぐるフィールドワークを実施しました。

そうしたところ、ほぼ９割９分の場所で、超音波が観測されました。 

（統合失調症などの幻聴や、いわゆる耳鳴りであるならば、当然超音波が観測されないの

で、精神疾患や「気のせい」との区別が付けられる意味もあります。） 

 以下が、その計画書と報告書です。 

 これによって、メインの超音波発生源である動物駆除装置の設置場所や設置の仕方の特
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徴、超音波発生の時間帯などの詳細が判明したほか、超音波式パーキングメーター、超音

波式車両感知器、超音波式自動車制御装置（クリアランスソナー、障害物検知器）などが

私に聞こえている（知覚されている）といったことも分かりました。また、同じネズミ駆

除装置でも、シー・アイ・シー社製かイカリ消毒社製か、といった、超音波特性によるメ

ーカーの違いも、かなり私は聞き分けていることが分かりました。 

 また、実際に超音波が強すぎて苦しい地点は、迂回するために歩行ルートを変更しなけ

ればならず、あるいは同僚との会議・食事会場への集合の際にも、事前に自分のマップを

見たりして、かなり苦労しております。 

 そこで、宮本氏によれば、「生活上の困難があるのだから、超音波騒音公害として主張し

てみてもよいのでは？」というアドバイスを受けました。 

 

◆2015 年 9 月 22 日 超音波フィールドワーク 特別回 

「バットディテクター（コウモリ探知機）を用いた池袋・丸の内地区の超音波装置の設置

箇所などの探索・特定および岩崎純一代表の超音波知覚の検証のためのフィールドワーク」 

 

●計画書 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/keikakusho20150922.pdf 

 

●報告書 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/hokokusho20150922.pdf 

 

 今現在は、宮本氏のほうが、「超音波騒音公害」といった語を使って、この問題をネット

で掲載してくださっている状況です。 

 

◆宮本氏のサイト内 

 

●超音波と超音波騒音 

http://tokyobat.jp/ultrasonic.htm 

 

●いきもの通信 Vol. 578(2014/5/25) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターを使って

みたら川は超音波に満ちあふれていた 

http://ikimonotuusin.com/doc/578.htm 

 

●いきもの通信 Vol. 587(2014/10/12) [東京コウモリ探検隊！]アブラコウモリの超音波を

録音してみた。そして長時間録音してみると… 

http://ikimonotuusin.com/doc/587.htm 



『岩崎純一全集』第五十三巻「科学技術、産業（一の三）」 

135 

 

 

●いきもの通信 Vol. 589(2014/11/23) [東京コウモリ探検隊！]バットディテクターでコウ

モリ以外の超音波を探してみた 

http://ikimonotuusin.com/doc/589.htm 

 

●いきもの通信 Vol. 591(2015/7/12) [東京コウモリ探検隊！]超音波騒音に気付いています

か？ 

http://ikimonotuusin.com/doc/591.htm 

 

◆私のサイト内の宮本氏との共同研究のページ 

 

●コウモリなどの生態・超音波の研究者との合同調査、岩崎の超音波知覚の検証 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/bat.html 

 

●超音波発生装置過密地区の散策と迂回路の探索 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/sansaku.html 

 

●扱っている超音波発生源（装置・機器・物体・その他）、求めている情報 

http://iwasakijunichi.net/choonpa/choonpagen.html 

 

 また、今年に入って、ウェブ科学雑誌の「サイエンスニュース」から共感覚や超音波知

覚についての取材を受けましたが、その取材を受けた喫茶店でも超音波式ネズミ駆除装置

（シー・アイ・シー社製）と思われる超音波が知覚され、結果として以下のような記事を

掲載していただきました。 

 装置の設置は、そこにネズミがいることを示していますので、普段はあまり店員には質

問や説明をしませんが、このときは取材者と共に説明しました。店員は聞こえもせず、装

置の存在も知りませんでしたが、ご興味の有無という点では、比較的手応えのある親切な

対応を受けました。 

 

●「ネズミ駆除器の音が聞こえる！ 超音波知覚者の憂鬱」 

（サイエンスニュース、2016 年 1 月 25 日） 

http://sciencenews.co.jp/2016/01/25/post-603/ 

 

 そこで問題なのは、「超音波が知覚されない人にとっては、超音波式装置は公害ではなく、

知覚者のみにしか通じない極めて主観的な問題で、水俣病やイタイイタイ病などの公害問

題とは根本的に異なる」という点だと考えます。つまり、装置の撤去や超音波の音圧の調
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整についての規制や法的整備などをメーカーや公正取引委員会や消費者庁などに要求する

意味そのものがあるのかないのかも、判断に迷うところです。 

 ただし、面白いのは、「超音波が動物を撃退する」効果という部分については、政府によ

る有意な検証結果が得られなかったため、いくつかのメーカーが「誇大広告」として景品

表示法違反の処分を公正取引委員会や消費者庁から受けている点です。 

 ただ、そうは言っても私の場合、宮本氏ほどには、なかなか自分では気分的にまだ「公

害」問題として取り上げにくいのが現状です。 

 考えられる最も客観的な実験としては、大学などの研究機関所属の音声学・物理学の先

生方にフィールドワークを主催していただき、超音波知覚者と多くの学生たちとが一緒に

設置ポイントを歩いて回って、「モスキート音（17Hz 前後）くらいなら多くの学生にも聞

こえること」および「超高周波・超音波は学生にもほぼ聞こえず、何らかの鋭い聴覚や共

感覚を持つ人にのみ聞こえること」をデータとして示すことだと考えています。 

 また、宮本氏（や私）は、やはり別の仕事を持ちながらの在野の研究家ですので、高額

な機材などは持ち得ておらず、バットディテクターが反応しない距離でむしろ私に先に超

音波が聞こえ、バットディテクターを音源に近づけるとやっと反応したなど、精度に限界

があるようです。 

 なお、大変僭越ながら、このメールは、同じくいつもお世話になっている西成活裕先生

にも、ほぼ同じ文面でお送りさせていただいております。 

 西成先生につきましては、「街中や交通網においてスムーズな人・物・車両の流れを作る

ことで、無駄な動き、ひいては化石燃料・電力などのパワーの節約になって、結局それは

国益に影響する」というような、渋滞学の理念にも関連すると考え、この超音波問題につ

いてメールさせていただきました。また、超音波自体が、粗密波の中でも極めて直進性・

指向性の高い粒子の「渋滞」の伝播であるので、飲食店や高層ビル内などの装置の設置箇

所では、急に局所的に聞こえてきて、苦痛も急に発生しているのが難点です。装置の設置

方向によって超音波騒音を分散させるような細やかな配慮は、どうしても専門家にしかで

きないと考えます。 

 峯松先生につきましては、「超音波装置あるいは超音波そのもの」について音声学的知見

において気にとめていただければと考えて、メールしました。例えば、特定企業との結び

つきが強い大学や研究機関の場合、むしろ設置されている超音波装置は質が高く、可聴域

外の極めて高音域の超音波の発生技術・調整技術を持った国産メーカー製のものが多いよ

うです。一方で、フィールドワークで探索した丸の内や大手町の大企業・政府機関の入る

ビルでは、かえって競争入札で装置メーカーを決めており、中国製・アジア製・外資系の

粗悪な超音波装置が流入しているのではないかと考えています。そのため、マップ上でも

この地域に「超音波騒音」が発生している状況になっています。話題は違いますが、製品

自体の粗悪さのために死亡事故を起こしたシンドラーエレベータ（外資系）のエレベータ

やエスカレータは、日本では政府機関や公共施設に集中して設置されています。それと事
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情が同じではないかと見ています。このあたりは、両先生に関連がありますが。 

 本心としては、そのような大規模実験・フィールドワークをしていただける先生がいら

っしゃればありがたいですが、差し当たり、峯松先生にはこの超音波知覚や超音波騒音公

害について、ご参考までに念頭に置いていただければありがたく、よろしくお願い申し上

げます。 

 

岩崎純一 

 

 

  第十四部 音響兵器、超音波兵器、マイクロ波兵器の開発と実用化の現状 

― キューバ・中国対アメリカの音響戦争 ― 

 

 2018 年 11 月 27 日 起筆 

 2018 年 11 月 29 日 擱筆、公開 

 

通常、ヒトの可聴音域は、音圧にもよるが、およそ 20Hz～20,000Hz である。高齢者に

おいては、高音域の聴力の衰えが目立ち、5,000Hz が聞こえない人が珍しくない一方、多

くの乳幼児においては、50,000Hzを超える超音波にも反応が見られ、実際に聞こえている

か知覚している可能性が高い。 

私の場合は、成人しているにもかかわらず、狭く見積もっても 20Hz～40,000Hz（つま

り、上限値が 1 オクターヴほど高い）が聞こえる聴覚と知覚できる体質を持っており、気

候・天気や周囲の壁の状況によっては、その上の音域も知覚していることが分かっている。

そのため、これまでにもコウモリが発する超音波の研究者や、産業技術総合研究所（AIST）

の研究者にご協力を賜りつつ、何とか地道な調査を重ね、結果を報告してきた。 

 このような超音波知覚を有していて最も困ることは、巷の公共施設、デパートやスーパ

ーの食料品売場、駐車場などに設置されている超音波装置の音が聞こえることである。私

にとっては、超音波は音波であるとも言える。興味深いところでは、そごう・西武系列の

デパートに超音波式ネズミ駆除装置が大量に設置されていることから、それらの設置が、

施工業者や各ビル、各テナントに対するそごう・西武グループ幹部の上意下達の強制的な

方針・指示である可能性まで突き止めた。 

 一方、同じ超音波の話題でも、いわゆる「超音波攻撃を受け、私の脳内思考が盗聴され

ている」などの報告については、ほぼ全てが統合失調症や妄想性障害による幻想・妄想で

あることも、私は散々あちこちで記載・報告し、こういった情報に惑わされないように警

告を発してきた。 

中には、統合失調症の友人から「政府が私たちを超音波攻撃している。あなたも気をつ

けて」などといった報告を受け、統合失調症でないにもかかわらず、超音波攻撃の存在を
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信じ込んでしまった主婦もいる。私はこれまで、多くの精神障害者と交流してきており、

当然統合失調症者にも多く出会い、その特有の陽性・陰性症状をいくらでも見てきた。中

でも統合失調症の連鎖は、主婦どうし、女友達どうし、母・娘間、姉妹間で多く観察され

るのである。 

 但し、各国の政府機関や軍、諜報機関、宇宙研究機関、マスメディアなどによって開発

の存在や実用化が公表されている音響軍事技術、とりわけ、音波エネルギーや電磁波エネ

ルギーによる指向性エネルギー兵器（音響兵器、超音波兵器、マイクロ波兵器）について

は話が別で、そのような軍事技術の存在は事実であり、逆に間違って妄想扱いしてはなら

ないということも、私は散々注記してきた。 

音響軍事技術や電磁波軍事技術以外にも、様々な指向性エネルギーを用いた最先端軍事

技術は当然存在するが、音響・電磁波軍事技術に絞るならば、米軍や米国防高等研究計画

局（DARPA）が関与し、発表しているものが知られる。 

例えば、超音波式の非侵襲的脳刺激装置がそれである。この技術は当初、米陸軍研究所

の資金提供により、アリゾナ州立大学の神経科学者 William Tyler のチームが開発したもの

で、「経頭蓋パルス超音波」技術と呼ばれている。 

装置はヘルメットに収まる小ささで、米国や現地の軍の本部から戦闘地域の前線にいる

兵士などの脳深部の各部位にピンポイントで超音波を照射することで、兵士が無意識のう

ちにその士気や集中力を高めたり、ストレスを緩和したり、脳損傷を防いだりすることが

できるとされるものである。米国内でこの装置を使って心身を鍛えておいてから、戦地へ

向かうといったパターンでも使われるのだろう。 

但し、京都の清水寺に導入されたことで知られる超指向性の超音波スピーカーなど、超

音波を音波に変換して聞かせる装置も存在する。 

あるいは、マイクロ波を用いた音響装置には、「ワイヤレス音声伝送技術」と呼ばれるも

のがある。「経頭蓋パルス超音波」装置と似ているが、こちらは超音波とは違い、戦闘地域

の前線にいる兵士などに、マイクロ波聴覚効果（フレイ効果）を用いて聞かせる（但し、

耳ではなく、脳で聞こえるようにする）ことを目的としており、兵士の脳深部の各部位に

ピンポイントでマイクロ波を照射するのである。 

用途としては、兵士を鼓舞する勇ましい言葉を流して士気や集中力を高めたり、機密情

報を脳に直接注入したりするわけである。いわば、自国の戦士をマインドコントロールな

いし洗脳する装置である。 

これらの技術の一般市民への利用としては、自然災害の被災者や、犯罪者の潜伏地域の

住民などに、ピンポイントで情報を送り込むといった利用が考えられるが、やはり最大の、

かつ最終的な目的は、軍事利用である。 

私としては、これらは聞くからに装着したくない装置だと思えるが、この装置の開発に

協力的である米軍の下級兵士はかなり多い。アフガニスタン紛争（2001～2011 年）やイラ

ク戦争（2003～2011 年）の帰還兵の一部も、開発に協力的である。なぜならば、これら一
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部の兵士は、戦争や人の死を悲しまない人間に、なれるものならばなりたいと考えている

からである。 

これらの戦争・紛争後、現地の一般市民を殺害してしまったり、同僚の兵士が目の前で

死んだりした経験を持つ帰還兵において、自分たちだけが生き残って帰還したことで、士

気が一気に萎えて軍を離脱したり、PTSD、戦争神経症、戦闘ストレス障害、鬱病などを発

症するケースが多かったことが知られている。 

多くの帰還兵は、戦争・紛争はもう沢山だ、平和を望むと考えている一方で、逆に、殺

害行為や仲間の死について良心の呵責を感じずに済むような「無表情ロボット戦士」にな

ることを望むようになった兵士がいるのも、また現実である。後者のような兵士の存在、

つまり、米政府・軍幹部や軍事技術者にとって「使える」人材こそが、超音波軍事技術な

どの新技術を発展させてしまうのである。 

戦争神経症や戦闘ストレス障害と PTSD の類似性は、元を辿れば、湾岸戦争の頃から言

われていた。いわゆる米英兵に見られた鬱、頭痛、記憶障害などを指す「湾岸戦争症候群

（Gulf War syndrome）」がそれであり、原因としては、イラクが貯蔵するサリンなどの化

学兵器への被曝のみならず、戦闘による心的外傷が挙げられたのであった。 

すでに堂々と実用化されている音響兵器としては、米軍の LRAD（Long Range Acoustic 

Device）がある。イラク戦争で大量に（300 台ほどか）投入されたもので、American 

Technology 社が開発したものである。これは無論、湾岸戦争後もイラクへの恨みを持ち続

け、「湾岸戦争症候群（Gulf War syndrome）」に陥らなかったり、それを克服したりした、

やたらと屈強な心身を持った米の技術者・工学者や米軍戦士たちが生み出したものである。 

米軍は同戦争で、メタリカなどのヘヴィーメタル（中東の戦士や人々が不慣れな音楽）

を単に大音量で流すなどの「音量・音圧攻撃」も行ったが、LRAD は、より様々な音圧で、

指向性の高い様々な音波ビームを、発射側の兵士は聞くことなく発することができ、実際

に攻撃対象の脳を損傷させることができる可能性がある。無論、米軍は否定しているが。 

この LRAD も、先に述べたパルス超音波照射機構やフレイ効果によるマイクロ波照射機

構を搭載しているようだが、LRAD のそれらは、現地の自国の兵士の脳だけではなく、イ

ラク兵やイスラム教徒の脳に対しても用いられた可能性がある。米軍が LRAD を「神の声

兵器」や「アラーの声兵器」などと呼んでいたことが、そのことを物語るのだろう。つま

り、大音圧とは逆に、小さな音量で宗教的な話し声やサブリミナルメッセージ（降伏、投

降を命じる、いわば「神の声」）を聞かせるなど、洗脳工作に利用されたと言われている。 

さて、ここ数年、攻撃対象の人物らに音として聞こえさせない（気づかせない）うちに

脳損傷を与える可能性がある兵器、すなわち、超音波兵器ないしマイクロ波兵器がついに

実用化されたのではないかという噂が、断続的に流れている。 

「公式に流された噂」としては、キューバと中国がアメリカ政府関係者に対し、「音響攻撃」

を行った可能性があるという報道があった。確認された音の種類、波長、周波数の違いに

よって、「超音波攻撃」や「マイクロ波攻撃」としている報道も見られ、その攻撃兵器を「音
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響兵器」、「超音波兵器」、「マイクロ波兵器」などと呼んでいる。マイクロ波兵器であるな

らば、先のフレイ効果を利用したものということになるだろう。 

報道によると、まずは、2016 年から 2017 年にかけて、キューバの首都ハバナの米大使

館に勤務していた米政府関係者・外交官・職員とその家族、合わせて数十人（メディアに

より人数に違いあり。少なくとも 21 人、最大で 50 人以上か）が、難聴、頭痛、悪心、バ

ランス感覚の障害などを訴え、実際に一部の者に脳損傷が確認された。米国務省と大使館

は、これがキューバ政府の音響攻撃によるものではないかと主張し、大使館職員の大半を

帰国させ、首都ワシントンからはキューバの外交官 15 人を追放し、キューバ政府を非難し

た。 

そして、2017 年末から今年にかけては、中国広州市の米領事館員が同様の症状を訴え、

軽度外傷性脳損傷（MTBI）の診断を受けた。米国務省と在中国米大使館は、今度は中国の

音響攻撃によるものではないかと主張し、中国在住のアメリカ人に注意を呼び掛けた。ポ

ンペオ米国務長官は、キューバの件と酷似していると主張した。 

同様の被害は、カナダの外交官とその家族にも見られたようである。 

さて、これらをペンシルベニア大学の研究チーム、ミシガン大学のコンピュータ科学者

のケヴィン・フー博士、中国・浙江大学のシュー・ウェンヤン教授らが調査したところ、

いずれも、粗悪な超音波式盗聴装置（超音波送信機）から出る超音波どうしの偶然の干渉

と結論付けた。すなわち、音波や超音波、マイクロ波そのものを兵器として使用した形跡

はなく、超音波式盗聴装置の不具合によるものだということである。 

現在のところ、音自体を「弾丸」とする音響攻撃と思われているこういった事件の多く

は、実際には音を「手段」とする盗聴や洗脳の失敗談であるようだ。 

気づかれないつもりで盗聴装置や洗脳装置から流した超音波やマイクロ波が、干渉によ

って聞こえる音波になってバレてしまったというお粗末なパターンは、駆除対象の動物（ネ

ズミなど）にしか聞こえないと思って超音波式動物駆除装置から流した超音波が、私のよ

うな超音波知覚者の人間をも駆除してしまっているパターンに似ているではないか。何と

も皮肉である。 

従って現時点では、戦闘地域以外で、大使館職員や外交官やその家族などの特定の個人

や集団に対して、何らかの音響兵器が実用化されている可能性は、半々だといったところ

だろう。全ては証拠が重要だという意味では、兵器自体が探し当てられ、その写真や映像

が世に出てこそ、「音響攻撃であった」と初めて言えるわけである。そうでない限り、先に

も書いたように、戦闘疲労や諜報・外交活動の疲労によって脳・精神がダメージを負った

ことで、幻覚を聞いただけであるという可能性が、残されるのである。 

しかしながら、前述の通り、分かりやすい大音響による音響攻撃のみならず、超音波や

マイクロ波による盗聴や洗脳も、すでに行われているわけである。そのような今、大使館

職員や外交官などの個々人を秘密裏に狙うタイプの、音響（超音波、マイクロ波）自体を

「弾丸」とする兵器が存在していると考えることは、妄想どころか、必須の推測であるだ
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ろう。 
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に）、施設の集客と自社の利益のために装置を盲滅法に設置し続けてきた全国の商業施設の

ほうに、大きな責任があると私は思う。 

実際には集客にも利益にもつながっていないどころか、記事に出てくるような客を逃し

てしまっているわけであるが。 
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「やりすぎ」の声も」について 
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