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1.  はじめに 
 

従来の吸音性能の高い多孔質吸音材で，オクターブ

バンドで 63Hz 帯域の低周波音に対し 100 パーセント

に近い吸音性能を得ようとすると，その厚さは 500mm

以上にもなる。そのため，低周波音の吸音が求められ

る建築部材や設備部材はどうしても大きくなるという

問題があった。 

これに対し，多孔質吸音材に皮膜が接着されている

タイプの特殊皮膜付吸音材は一種の共鳴型吸音材と考

えられ，厚さを抑えながら比較的低い音域に共鳴によ

る吸音のピークを持たせることが可能である 1)。 

そこで，本報では，特殊皮膜付吸音材の吸音率のピ

ークを高く保ったままそのピークを低い周波数帯域に

移動する方法について理論的検討を行い，実験により

その理論について検証する。次に，特殊皮膜付吸音材

を用いた吸音材の設計関数を提案し，それに基づいて

開発した高性能低周波吸音材を紹介する。さらに，低

周波だけではなく，高周波まで含んだ広帯域吸音材を

高性能低周波吸音材により実現する方法についても示

す。 

 

2.  吸音特性制御に関する検討 
 

2.1  1 自由度振動系モデル 

ここでは図―１に示すように，多孔質吸音材に特殊

皮膜を接着した特殊皮膜付吸音材を基本材料とし，そ

の背後にさらに多孔質吸音材を積層した吸音構造を考

える。特殊皮膜は樹脂や金属膜等ある程度質量を持ち，

可撓性を有し空気を通さないものとする。 

 

図―１ 吸音材の断面構成 
Fig.1 Arrrengement of absorber 

 

 

図―２ 膜吸音材のモデル化 
Fig. 2 Calculation model 

 

一般的な膜吸音材の吸音特性を理論的に解析する研

究は数多く行われており 2)～4)，ここでもそれに準じた

モデル化が可能と考えられるが，ここでは単純な 1 自

由度振動系によるモデルを用いる。図―２に示すよう

に，膜を１自由度振動系の質量に，接着した多孔質材

料と積層した多孔質吸音材をバネと抵抗にモデル化す

る。この 1 自由度振動系を垂直入射する平面音波の音

圧により強制振動させた時の運動方程式は， 

tjeFsuurum 
0    (1) 

となる。ここで，m は質量，r は抵抗，s はバネ定数

（以上全て単位面積あたり），u は変位，F0 は音圧，ω

は角周波数である。ここで， 
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とおいて（ζ：減衰比，φ：位相遅れ），この系のイン

ピーダンス Z を求め，角周波数（ω,ω0）を周波数（f, 

f0）に置き換えて，空気の固有インピーダンスρc から

音響インピーダンス比を求めると， 
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となる。尚，f0はこの系の共振周波数である。 

 垂直入射吸音率αは，音響インピーダンス比の実部

を R，虚部を X とすると， 
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と表せる。 

2.2  理論式と実測との比較 

上記理論式の実用性を検討するために垂直入射吸音

率の実測値と計算値を比較した。 

ここで特殊皮膜付吸音材は膜となる制振シート

（ 2.7kg/m2 ）を 25mm 厚のグラスウールボード

（96kg/m3）に接着したタイプとした（図―３）。さら

に，その背後にグラスウールボードを積層し，総厚で

25～100mm まで変化させて垂直入射吸音率を測定した

（測定法は文献 5）参照）。一方，計算時のバネ定数は

グラスウール部分のヤング率を 1.5×105N/m2 として総

厚から算出した。減衰比は 0.2 とした。 

垂直入射吸音率の測定値と計算値の比較を図―４に

示す。図―４の(a)のように膜のみの質量（2.7kg/m2）

で計算するよりも，(b)のように特殊皮膜付吸音材全体

の質量（膜と膜が接着されている多孔質吸音材の合

計；5.1kg/m2）で計算した方が，計算値は実測値に良く

対応する。したがって，上記理論式における質量につ

いては，以後，特殊皮膜付吸音材の全体の質量とする。 

2.3  設計関数の導出 

上記のような系で近似できる特殊皮膜付吸音材を用

いた吸音材について，できるだけ低い周波数で高い吸

音率を得られる条件について検討する。 

(4)式で吸音率が最大（1.0）となる条件は，(5)式にお

いて実部が 1.0，虚部が 0.0 となる場合である。したが

って， 
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図―３ 試験した膜吸音材 
Fig. 3 Test absorber 

 
図―４ 計算結果と実測値との比較 

Fig. 4 Calculation and measurement results 

 

図―５ 特殊皮膜付吸音材の面密度と 
吸音率が 1.0 となる周波数の関係 

Fig. 1 Dependence of surface density on frequency of α０＝1.0 

 

を満たす時に，周波数 f0 において吸音率が 1.0 となる。 

(6)式で減衰比ζを定数として，吸音率が 1.0 となる周

波数 f0 と特殊皮膜付吸音材の面密度 m に関する関係式

を導出しグラフ化すると図―５のようになる。これは，

高性能低周波吸音材の設計関数ともいえる。 

例えば，系の減衰比が 0.15～0.25 程度である場合，

オクターブバンドの 63Hz 帯域においてピークの吸音

率を 1.0 になるように設計したいとする。図―５にお

いて横軸 63Hz から縦に直線を伸ばして，減衰比が

0.15～0.25 の曲線とぶつかる点の縦軸の値を見れば，

特殊皮膜付吸音材の面密度を 2～3kg/m2 程度にすれば
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良いことが分かる。質量が決まると同時にバネ定数も

(6)式により決定される。 

この設計関数は単に系の共振周波数を算出するので

はなく，同じ共振周波数でも，必ず吸音率が 1.0 をと

るための質量とバネ定数と減衰比のベストマッチング

を示すものである。したがって，系の共振周波数を低

くするだけならば，質量をそのままにしてバネ定数を

小さくすれば良いが，共振周波数で吸音率 1.0 を得る

ためには，まず，質量を大きくしなくてはならないこ

とがこの設計関数から簡単に分かる。 

2.4  設計関数の適用例 

上記設計関数より 63Hz 帯域で理論的に吸音率が 1.0

をとる特殊皮膜付吸音材の面密度は 2～3kg/m2 にすれ

ば良いことが分かるので，ここでは特殊皮膜付吸音材

として 25mm 厚のグラスウールボード（64kg/m3）に

0.5kg/m2の膜を接着して質量を 2.1kg としたものを考え

る。このときの最適バネ定数は 5.1×105N/m3 となる。

背後に 32kg/m3 のグラスウールを積層するとして，グ

ラスウール部分のヤング率を 1.0×105N/m2 と仮定する

と総厚は 200mm 程度が最適と計算される。 

以上の構成をもつ膜吸音材の概要と垂直入射吸音率

の計算結果および実測結果を図―６に示す。実測値は

73Hz で吸音率が 0.99 で，計算値とかなり近い結果と

なった。 

 

図―６ 吸音材の設計関数による計算値と実測値 
Fig.6 Calculation and measurement results 

 

3.  高性能低周波吸音材の開発 
 

 以上の検討を経て，最終的に開発した高性能低周波

吸音材は，図―７に示す特殊皮膜付吸音材（膜は樹脂

膜で面密度が 0.5kg/m2，膜を接着する多孔質吸音材は

25mm 厚のグラスウールボード（96kg/m3））の背後に

32kg/m3 のグラスウールを積層したものである。200mm

厚さとすると 63Hz 帯域用の，100mm 厚とすると

125Hz 帯域用となる。 

残響室法吸音率の測定結果を図―８に示す。測定に

使用した残響室は JIS A 1409 に準拠した 100Hz 以上の

測定に使用する残響室であるため，50～80Hz の測定結

果はあくまでも参考値であるが，垂直入射吸音率でも

高い値を示すことから，63～125Hz で高い吸音性能を

有することは確実である。 

 

図―７ 高性能低周波吸音材用特殊皮膜付吸音材 
Fig.7 Membrane absorber for high performance low frequency 

absorber 

 

図―８ 高性能低周波吸音材の残響室法吸音率 
Fig.8 Absorption coefficient of high performance low frequency 

absorber 

 

4.  広帯域吸音材への拡張 
 

4.1  高音域の吸音性能の向上 

 高性能低周波吸音材は 63～125Hz 帯域では高い吸音

性能を示すものの，膜が表面に配置されるため高音域

の吸音性能が下がってしまう。そこで，これまでとは

逆に特殊皮膜付吸音材の多孔質吸音材を音源側に配置

することで，設計関数における質量の機能はそのまま

で，多孔質吸音材の高音域における高い吸音性能を利

用することを考えた。 

 図―９に特殊皮膜付吸音材の配置を従来通りにした

場合と逆転した場合の残響室法吸音率の変化を示す。
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特殊皮膜付吸音材の多孔質吸音材である 25mm 厚のグ

ラスウールボード（96kg/m3）を音源側に配置すること

で，63hz 帯域の吸音性能を落とすことなく，高音域の

吸音性能を大幅に改善できることが分かる。 

 

 
図―９ 特殊皮膜付吸音材の配置方法による吸音率の変化 

Fig.9 Absorption coefficient variation depending on arrangement of 
membrane absorber 

 

4.2  広帯域化への対応 

 前節で高音域が改善されることが示されたが，63Hz

帯域以上の全ての帯域で吸音率が高いわけではない。

これは，特殊皮膜付吸音材に使用している多孔質吸音

材が高音域のみで高い吸音性能を有していることが原

因と考えられる。そこで，特殊皮膜付吸音材の音源側

に多孔質吸音材を積層することで広帯域において高い

吸音性能を持たせることを検討した。 

 図―１０に音源側に多孔質吸音材を積層して広帯域

化した高性能低周波吸音材の構成と残響室法吸音率の

測定結果を示す。特殊皮膜付吸音材の背後には 25mm

厚の凹凸を持ったウレタン吸音材と 50mm 厚のグラス

ウールボード（32kg/m3）を積層してある。ウレタン吸

音材を使用している理由は，少しでもバネ定数を低く

するためである。音源側には特殊皮膜付吸音材側から

24kg/m3 のグラスウールと 16kg/m3 のグラスウールを積

層した。総厚は 250mm である。 

吸音率は 63Hz 帯域内から上の帯域でほぼ 1.0 以上と

なっており，広帯域化に成功している。 

 

 
図―１０ 広帯域化した高性能低周波吸音材の吸音率 

Fig.10 Absorption coefficient of wideband absorber with high 
performance low frequency absorber 

 

5.  おわりに 
 

従来よりも薄い低周波音用吸音材である高性能低周

波吸音材を開発した。この吸音材は理論的に導出され

た設計関数が用意されているため，目的に応じて吸音

性能の調整が可能である。 

今後，高性能低周波吸音材を用いた建築および設備

部材を開発していく予定である。 
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