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要  約

目 次 : 1.ィまじめに

2 室形状の検討、内装設計

3 実測値に対する計算値の整合性

可. は じめに

円形ブランの空間や ドーム等の凹曲面に囲まれ た室

内空間は、音場 の拡散 が悪 く、音 の集 中やデ ッ ドス

ポ ン ト、フラ ッターエ コー等の音響障害が起 こ りやす

い。その よ うな障害 を避 けるためには、室形状の変形

が不可欠であ り、内装面に凹凸 を設 けるな どの手段 に

よって、音場 をできる限 り拡散 させ るZ、要があるЭ

しか しなが ら、室形状の変化が音場の改善に及ばす

影響 を定量的に表す指標 はな く、音場が どの程度完全

拡散 の状態 に近 づ いたか を確認 す るこ とは困難 で あ

る。故 に、その よ うな空間は依然 として音場の完全拡

散の仮定が成立 しに くい状態である可能性 がア曳されて

お り、残響理論に基づ く室内音響特性の予測には限界

があると考えられ る。

この点に関 して、前報 1で は円形講童の音場検討 を例

に、Eyring Knudsenのア妄響式で求めた残響時

間予測値が、真値 (実測値)と 比較 して大き

く異なるが、幾何音響学 (虚像法、音線法 )

に基づくシミュレーション」 1 による予測値

は実測値 と姑応が良く、音場の定性的な評価

において有用であることを示 した。

本稿では、その続報として、小規模の円形

チャベルを検討対象例に選び、各種音響物理

指標の実測値と幾何音響シミュレーションに

よる予測計算値とを比較 した事例を示す。ま
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円形空間の室内音響検討 その 2

-河 規ヽ模チャペルの室内音響設計 一

井上  諭・ 羽染 武則
*キ 杉野  潔・

*

円形ブランのチャペルの音響計画において、幾何音響シミュレーションを用い、エコー障害の有無の確

認、空間の拡散性の評価、ア麦響時間・室内音響物理指標値についての予測検討を行つた,ま た、物理指標

の予測計算値について実測値との対応を確認 し、予測精度を検証 した。

計画では、スピーチの明陳性の確保と凹曲面によるエコー障害を回避する目的で壁を屏風折とし、音場

の拡散性を高めることに配慮 した。その効果は平均自由行路、エコータイムノヽタン等を算出することで、

定性的に捉えることが可能であつた。幾何音響シミュレーションによる予測値の精度は、残響時間に関し

ては、残響式 (Eyring― Knusen)に よる計算値よりも信頼性が高いことが明らかとなったが、その也の室内

音響物理指標値に関しては、後部の反射音の取 り扱い次第でばらつく傾向があることが明らかとなつた。

キーワート
｀: 室内音響、音声伝達性能、幾何音響シミュレーション、円形空間、残響時間

4 実測値に対する評価

5ま とめ

表 司 検討対象の規模

用 途 室容積 表面積   収容人数

教会   約76的
3  

約610m2   約90人

た、拡散処理の効果を把握する目的で、幾何音響シミュ

レーションによつて、平均 自由行路、エコータイムパタ

ン、室内音謬物理指標値等を求めた例を示し、非拡散音

場における室内音響予測法について考察する。

2 室形状の検討、内装設計

21 室の特徴、用途、規模

検討の対象とした建物は、図 1に示すように曲率の異

なる複数の円弧によって形作られた 「卵型」の平面を有

し、 2つの筒状の空間を組み合わせた形状をしている。

建物の規模の概冊各は表 1に示すとお りであり、収容人数

約90人、容積約760m3の小規模な教会である3
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(a)壁面の拡散なし

図 刊
(b)壁面屏風折 (最終形)

検討対象モデル
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本建物の主たる用途は牧師による説経、オルガン演

奏等であり、スピーチが明瞭に聞こえること、また、

オルガン等の音楽が豊かに響くことが音響条件 として

求められた。

室の用途、規模 に見合 う最適な残響時間について

は、図 21)に示す残響時間推奨曲線より、1.1秒～15秒

前後 と判断でき、計画では、ヒ トが着座 した状態でこ

の範囲に収まることを設計目標 としたっまた、残響検

討により、内装材料の仕様については、表 2に示す と

お りとした。

2.2 拡散処理による効果の検討

本空間は曲率の異なる複数の凹面状 の壁 で囲まれて

い るため、空間内に多数の音の焦点が存在す る複雑 な

音場 になることが予狽」された。計画では 壁 面か らの

反射音による音響障害を避 けるために、図 1(b)1こ示す

よ うに、内装壁 の一部 を F井風折 とし凸面を形成 し、音

の拡散性を高めることを意図 した。

内装壁の折れ 曲げ度は、大 きいほ ど音の拡散 を良 く

すると考えられ るが、図 1(b)に示す最終形状は、座席

数の要求を も考慮 して決定 された ものであ り、その拡

散効果を正確に把握 した上での結論ではない。

そ こで、図 1(a)に示す拡款処理を行わないモデル と

の比較において、 (b)の 形状の拡散効果 を検証 した結果

を示す。

(1)平均 自由行路

Eyringの 室内音響理論によれば、音場の完全拡散の

仮定が成立す る空間では、反射音の伝搬距自との平均 自

由行 路 は室 の形状 に関係 な く下式 で示す 一 定値 とな

る。

ρ=4テ
・/S

ここに、ρ:平均 自由行路,"、

レ
′
:室容積 ,η PS、 Si室表面積 ,″デ

言い換えれば、その仮定の成 り立たない音場におい

て平均 自由行路は、上式の理論値か らかけ離れると考

えられる。そこで、図 1(a),(b)そ れぞれのモデルにつ

いて、幾何音響シミュレーションによって、2000回 反

射までの音線の経路を追跡 し、平均自由行路 (p')を 求

め、理論値 (p)と の差異を検討 したЭ

表 3に示すように、側壁を曲面のままに したケース

(a)で は、p'は理論値 (p)よ り23%程度大きくなる。こ

れは、(a)の 空間では音場の完全拡散の仮定が成立せ

ず、残響時間がその害1合 だけ理論値よ りも長 くなるこ

とを意味する。一方、壁を屏風折 りにしたケース(b)で

は、(a)と 比較 して値は小さくなり、理論値 とほぼ同等

となった。また、床の椅子による拡散効果おを考慮 した

ケース (c)では、さらに値が小さくなる結果 となった。

天 丼 ボー ド下地 塗装仕上げ

(一部、 トンブライ トガラス)

表 3 各モデルにおける平均自由行路算出結果

室形状
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表 2

残響時間の目標値

内

石貼 り

石貼り

岩綿吸音板

ボー ド下地、練 り付け合板仕上げ

10,OOO

座 席

+ 椅子

ゴ:平 均自由行路,m 5.35 5.00 4.93

α平均自由行路理論値,m

(ptp)/p.°/o

523
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501

(024)
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(164)

V容積,m3

s:全表面積,m2
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拡散処理なし (モ デル (a))

拡散処理あり (モ デル (b))

図3 室中央付近におけるエコータイムパタンの比較

(2)エ コータイムパタン

幾何音響シミュレーションによるエコータイムハタ

ン計算値の一例 として、室中央付近において得 られた

比較結果を図 3に示す。 これ らのエコータイムハタン

は虚像法によって求めた 3次までの反射音を含むっ

図 3よ り、ケース (a)ではエコー (初期反射音)の本

数が非常に少なく、この地点がデ ンドスポツ トとなっ

ている可能性を示す結果である。一方ケース(b)では、

(a)と 比較 して反射音本数が多く、屏風折壁を介して拡

散された反射音が得 られているものと推察される8

(3)室 内音響物理指標

室内音響物理指標値の室内空間におけるばらつきを

表 す 一 例 と して STI(Speech Transmission lndex)の 比 較
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結果を図 4に示す。

図4よ り、ケース(a)では、室中央付近、および、壁

寄 りの値が小さく、後壁寄 り値が大きいなど室内全体

に渡つて値がばらついているが、ケース(b)に ついて

は、そのばらつきはある程度緩和されている傾向が読

みとれる。

STI値は明瞭度に貢献する初期反射音のエネルギーの

大きさとの相関があることが知 られている。 したがつ

て、ケース(b)に おいて、値のばらつきが小さくなると

い うことは、初期の反射音の到来エネルギーの偏 りが

小さくなることを意味するものであ り、音場の拡散性

が高まった可能性を示すものと考えられる。

以上に示 した平均自由行路、エコータイムパタン、

室内音響物理指標値 (STI十直)イよ、壁の拡散処理の有無

に連動する傾向を一様に示 してお り、このことから、

空間の拡散処理の効果を表す定性的な指標に成 りうる

と考えられる。

3.実測値に対する計算値の整合性

(1)残 響時間

建物内に椅子が入つた状態での残響時間について、

7地点における実測値 と予測計算値 との比較結果 を図

5に万手̈ 。

図 5よ り、残響計算式 (Eyring―Knudsen)は 、実測値

よ り大 きくかけ離れていることか ら、本空間は完全拡

散状態でないことが推察 される。

一方、幾何音響 シ ミュ レー シ ョンによる計算値は、

実測値 と比較 して、中・低音域 においてやや値が短め

となるが、その周波数特性 はほぼ同様 な傾 向を示 して

いるЭ

この傾 向は前報 に示 した例 とほぼ同様 であ り、幾何

音響 シ ミュ レーシ ョンは、ある程度実際の空間の非拡

散性 を反映 し得る可能性を示す もの と考え られる。

(2)そ の他の音響物理指標値

室内音響物理指標の一例として、STI、 および、ts

(時間重心)について、 7地点おける実測値と幾何音

響シミュレーションによる計算値 との比較結果を図 6

に示すじ

図 6よ り、STI値については、計算値は実測値よりも

若干小さめとなる一方、ts値は計算値の方が大きくな

る傾向が読みとれる。また、いずれの指標値において

もこの傾向が逆転するサンブルが一つあるが、これ

は、音源に非常に近い地点での観測値である。

この 2つの指標にみられる実測値―計算値 との姑応

結果より推然できることは、幾何音響シ ミュレーショ

ンでは、初期に到来する反射音を十分に捕 らえきれて

いないとい うこと、あるいは、後部の残響エネルギー
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音源位

モデル (3) モデル (b)

図4 室内音響物理指標値 (STI)比較結果
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図5 残響時間に関する計算値―実測値の比較

2いO     S00    1ooo    2000    4000    800(l

0

Calculatcd Vょ lue         Calculatcd Valuc

(1)STI       (2)ts(単 位 :ms)

図 6 室内音響物理指標値に関ずる計算値―実測値 と

の対応

を過 大に評価 している可能性があること、の 2点 であ

る。

4 実測値に対する評価

(1)音声伝達性能

実涙‖結果を基に、本チャ′＼ルにヒ トが入室 (着座 )

した状態における残響時間の推測値を図 7に示す3

これより、本空間のア支響時間は、満席の状態では、

日標 とした推奨範囲内 (1 1～ 1 5秒)に収まる見込み

である9

また、STI値 は空席の状態において概ね0.5以上であ

ュ レー シ ョン
実測 lL古

幾何音彗 シ ミ
残響計算値

`

Eyttng lく コudscn 残響式 )
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ることから、ヒ トが入室すれば、この値はさらに大き

くなるものと想定され、音声の伝達性能は十分に保た

れているものと考えられる。

(2)エ コー障害

実測の結果、本空間において音響障害とな り得るエ

コーは観測 されなかつた。実測値の一例 として、室中

央、お よび、後壁寄 りの壁際における測定地点のエ

コータイムパタンを図 8に示す。

5 まとめ

円形空間等の音場の予沢1に おいて、幾何音響シミュ

レーションを適用することで得 られた知見と、今後の

課題について以下にまとめて示す。

(1)平均自由行路、エコータイムパタン等を算出するこ

とにより室形状の拡散処理による効果は定性的に捉え

ることはできる。 しか しながら、音場の拡散状態の改

善量を定量的に捉えることは難 しい。

(2)室内音響物理指標値は、後部反射音の取り扱い (計

算条件)次第で、実測値 との対応 も大きく変わるため

絶対量の評価はできない。また、受音点毎に固有の値

を求めることができるが、実演1値 とはZ、 ず しも 1対 1

で姑応しない。

(3)残響時間については、残響式による予測結果よりも

実測値に近い値を得ることができる可能性がある。 し

か しなが ら、全ての音場においてこのことが保証 され

るとは限らない。

今後は、これ らの制限事項に留意 しつつ、形状、規

模の異なる複数のケースについて計算モデル と実測値

との姑応について引き続き検討を行い、実務的な幾何

音響シ ミュレーションの取 り扱い法を突き詰めていき

たい。

125    250    500    1000   2000   4000   8000

1/1 0ctave― band Center Frcqucncy,Hz

図 7 満室時の残響時間予測計算結果
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INVESTIGATION OF ACOUSTICAL PROPERTIES IN CIRCULAR ROOM PART2
-Room Acouもtics Dcsigll in Small and Circular Chapel―

S Inoue,T Hasome,K Sugino

Thc charactcristics of thc sound icld in a smaH and circutar plan chapcl arc cxamincd atthc planning stagc ltis prcdictcd

thati concavc suraccs producc such particular spots as sound focus and dcad spots,、 vhich makc thc sound icld distribution irrcgular

and crcatc scrious problcm in thc room ln ordcrto avoid this problcmヽ thc、 van surfacc shapcs arc bcnt randona so as to difttsc thc

incidcnt sound Thc cffccts ofthat、 vcrc invcstigatcd by using a computcr sirnulation bascd on gcomctrical acoustics.

It is indicatcd that thc cffと ct ofthc trcatmcntis cxplaincd qualitativcly by thc mcan frcc pathi ccho tilnc pattcm. 、Thich arc

dcrivcd from thc computcr sirnulation.and thcy probably bccomc thc prcdictor ofthc acoustical propcrtics in thc non‐ complctc

difhsc sound‐ flcld

As a rcsult ofrncasurcmcnt.aftcrthis rooAa had bccn constructcd,on thc avcragc,RT for rnid frcqucncics is approxirnatcly

20s.RASTI is highcrthan 0 50 Thcn itis conttHコ cd thcrc arc not any ccho― problcms and spccch transmission quahty is fair_

空室実測値
椅子あり実測値
ヒト60%着席時予測値
ヒト100'/っ 着席時予測値
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