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薄膜と空気圧を利用した遮音量可変型軽量遮音構造の
遮音特性に関する研究

貝瀬 智昭＊ 井上 諭＊＊

要 約： 薄膜と空気圧を利用した遮音量可変型軽量遮音構造（以後，MSI と記す）は，軽量な材料との組合せで低周
波領域の遮音性能が得ることができる特徴がある。この原理を複層構造壁に適用し，MSI の遮音特性を適切に
チューニングすることで，低周波領域の遮音性能を従来の質量付加等による対策よりも簡便に向上させ，広周波
帯域に有効な遮音機構が見出せる可能性がある。本研究では，第一にMSI を構成する網等の線径，線材のピッ
チ，および，膜の内圧をパラメータとした音響透過損失について実験的に検討し，網等の仕様と膜の内圧が遮音
特性に及ぼす影響を明確にした。第二に，その結果を基にMSI と単板とを複層化した構造壁の音響透過損失を
評価し，複層化の有効性を確認した。それらの結果より，以下の知見が得られた。
(1) MSI を構成する膜の内圧，網の線径，線材のピッチを変化させることにより，遮音量の増減やピーク周

波数および面全体の大きさに依存する固有振動数等を制御することができ，遮音特性のチューニングが可
能となる。

(2) 単板とMSI を複層化することにより，低周波領域において質量則以上に遮音性能が向上する。また，単
板よりも遮音量が得られる周波数領域が広帯域化する。
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1．はじめに
単板の 1次固有振動数以上の遮音性能は，質量則に依存

する。そのため，低周波成分を多く含んだ騒音源に対して
は，重量付加や二重構造の採用などの大掛かりな対策を講
じることが必要となる。しかし，その対策は施工上の制約
やコストアップ等の問題が生じ，必然的に重量と厚みが増
加するため，遮音性能向上させる上で，現実的な方策には
成り得ない。
これに対し，膜等の軽量な材料を用いて，低周波領域の

遮音性能を得ることができる機構1)～5)等 が複数考案されて
いる。その中で西村5)は薄膜と空気圧を利用した遮音量可
変型軽量遮音構造（Membrane Sound Insulator，以後，
MSI と記す）を考案し，低周波領域の性能改善の有効性
を確認している。MSI は，図 1 に示すように袋状の薄膜
の表面と裏面の両側から網等（例えば，金網やハニカム材
等）で挟みこんだ形態をとる。この薄膜に空気を注入し，
内圧をかけることにより，膜と網等に張力が与えられ，剛
性が増すことで遮音性能が得られる。MSI の遮音特性は，
図 2 に示すように面全体の大きさに依存する固有振動数
（以後，f0M と記す）と網を構成する線材により分割された
部分の固有振動数（以後，f0m と記す）でディップが生じ，
それらの間に遮音量がピークとなる周波数（以後，fp と記
す）が現れる。また，MSI の構成材料が軽量であるため，
f0M が単一板よりも高い周波数で生じるとともに，剛性則
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図 2 MSI の音響透過損失の周波数特性

図 1 MSI の概念図
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領域が拡張し，広範囲で遮音性能が得られる。
筆者らは，この原理を複層構造壁に適用することで，従

来の重量付加等の対策よりも簡便に，低周波領域での遮音
性能が改善でき，広周波数帯域に渡る性能向上に有効な遮
音機構が見出せると考えた。それを実現するには，MSI
の遮音特性を図 3 に示すように fp を低周波側にシフトす
ることや図 4 に示すように f0M を高周波側にシフトする等
の適切なチューニングが必要となる。
これまで，西村5)により，MSI の内圧や膜材と網等の種

類を変えた場合の遮音量について実験的および解析的な検
討が行われ，内圧，MSI を構成する材料の仕様の違いに
より，ピーク周波数等をチューニングできることが示され
た。
本研究では，これにならいMSI を構成する網等の仕様

や内圧の変化が遮音特性に及ぼす影響について追認するこ
とを目的とし，膜の内圧，網を構成する線材の間隔（以
後，ピッチと記す）および線径をパラメータとした音響透
過損失を評価した。また，その検討結果を基にMSI と単
一板を複層化した機構の音響透過損失を評価し，複層化の
有効性を確認した。

2．MSI を構成する網の仕様および内圧の影響
2.1 実験条件
本実験では，鉄筋コンクリート壁（厚さ 200 mm）に

設けられた縦 0.94 m，横 1 m の開口に縦 0.89 m，横
0.95 m の試験体を設置した。コンクリート壁と試験体の
隙間には油粘土を充填し，隙間の影響を排除した。
試験体は，図 5に示すように袋状の膜の表，裏面を溶接

金網で挟みこんで製作された。試験体の四周端部には空気
注入で膜材の膨張による試験体の変形を防止するために強
固な木枠を設けた。実験条件を表 1に示す。実験では，膜
材を同一のものとし，内圧と線材のピッチおよび線径をパ
ラメータとした。
2.2 実験内容
本実験の測定ブロックダイアグラムを図 6に示す。実験

では，JIS A 1441-1：2007「音響インテンシティ法による
建築物及び建築部材の空気音遮断性能の測定方法」に準拠
した方法により，音響透過損失（調整項Kc なし）を求め
た。
試験音源には，広帯域雑音（ホワイトノイズ）を用い

た。音源室内では，5 点において 15 秒間の等価音圧レベ
ルを計測した。
受音室側での測定面の音響インテンシティ測定には，

PUプローブを用い，スキャニング法により，音圧応答と
粒子速度応答を収録した。測定面と PUプローブの距離は
100 mm程度とし，スキャン速度は 0.1 m/s 程度とした。
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図 5 試験体の材料構成概念図

図 3 MSI の fp をチューニングし，低周波領域の遮音性能を向
上させる方法の概念図

図 6 測定ブロックダイアグラム

図 4 MSI の f0M をチューニングし，低周波領域の遮音性能を
向上させる方法の概念図
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2.3 実験結果
（1） 線材のピッチの影響
ピッチの影響度を確認するため，線径と内圧（250 Pa，
500 Pa）を一定とした条件 A-2，B-2，C-2 と条件 A-3，
B-3，C-3 を比較した結果をそれぞれ図 7，8に示す。
図 7，8より，fp（160～250 Hz 帯域）の音響透過損失は，
ピッチが半減にするにつれて，高周波側に 1/3 オクターブ
程度シフトするともに 5～12 dB 程度上昇する傾向にある。
また，遮音効果の得られる周波数範囲はピッチが小さくな
るにつれて，fp を中心に高周波側，低周波側の両側に広が
る傾向にあった。これは，線材の間隔が狭くなることで，
f0m が高周波側に移行するともに，MSI 全体の面密度が大
きくなり，f0M が低周波側に移行するという 2 つの効果が
寄与したことが要因であると推察される。
（2） 線径の影響
線径の影響度を確認するため，ピッチ（100 mm）と内
圧（250，500 Pa）を一定とした条件 C-2，D-2，E-2 と
条件 C-3，D-3，E-3 をそれぞれ比較した結果を図 9，10
に示す。
図 9，10 より，fp の音響透過損失は，いずれの内圧条件
も線径が太くなるに従い上昇した。また，遮音効果の得ら
れる周波数範囲は線径が太くなるに従い fp より低周波側
に拡張する傾向にある。これは，全体の面密度が増加した
ことが影響し，f0M が低周波側に移行したことが原因と考
えられる。一方，線材により分割された部分の面積は一定
であるため，f0m がほとんど変化しない傾向が現れている。
（3） 膜材の内圧の影響
内圧の影響度を確認するため，ピッチおよび線径を一定

とした条件を比較した。本検討では，軽量な網材で構成さ
れるMSI の遮音性能向上の可能性を探ることを目的とし，
その代表例として表 1に示す条件のうち重量が比較的に重
い金網で構成される条件 E-1～E-4 と軽量な金網で構成さ
れる条件 F-1～F-4 について比較した。それらの結果をそ
れぞれ図 11，12 に示す。同図にはランダム入射時の質量
則（膜と溶接金網の面密度の合算値より算出）を合わせて
示す。
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図 8 条件A-3，B-3，C-3 音響透過損失結果
（A-3，B-3：線径 2 mm，C-3 : 2.6 mm，500 Pa 加圧時）

表 1 実験条件

図 7 条件A-2，B-2，C-2 音響透過損失結果
（A-2，B-2：線径 2 mm，C-2 : 2.6 mm，250 Pa 加圧時）
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図 11，12 より，膜内を加圧する前（0 Pa）の音響透過
損失は，条件 E-1 および条件 F-1 のいずれも 2 kHz 帯域
以下で 5 dB未満となり，ほとんど遮音効果がない。
一方，加圧後の音響透過損失は，図 11 の条件 E-2～E-

4 を見ると，いずれも 160～200 Hz 帯域に fp が生じ，25～
28 dB 程度の遮音効果が得られた。また，図 12 の条件 F-
2～F-4 を見ると 1250～2000 Hz 帯域に fp が生じ，15 dB
程度の遮音効果が得られた。同図より fp 前後の周波数特
性を見ると，内圧が上昇するに従い，高周波側に移行する
傾向にあった。なお，その他の網材もこれと同様の傾向が
確認された。
さらに図 12 の条件 F-2～F-4 の遮音特性は fp 前後以外
の周波数でも加圧の影響が現れ，内圧の増加に伴い，f0M
が高周波側にシフトし，それより低周波帯域における遮音
量が上昇する傾向にあった。特に 2000 Pa 加圧した場合の
条件 F-4 では，f0M が 63 Hz 帯域から 80 Hz 帯域にシフト
したことで，それ未満の剛性則領域において最大で 40 dB
程度の高い遮音性能が得られた。また，f0M より高周波数
側の 100～250 Hz 帯域でも 15～20 dB 程度の遮音量が得ら
れた。
ここで示したMSI のように比較的軽量な材料構成とし

た場合でも，内圧を増加させることにより，低周波領域で
高い遮音性能が得られることが示された。

3．単一板とMSI を複層化した機構の遮音特性
3.1 実験条件
MSI を複層化した試験体を図 13 に示す。複層化には，

シナ合板（厚さ 5.5 mm，面密度 2.8 kg/m2）を用い，それ
を前章に示した試験体の木枠の音源室側に設置した。加圧
前のMSI とシナ合板の空気層の厚さは，30 mmとした。
MSI は，表 1 に示す条件のうち前章にて低周波領域

（125 Hz 帯域以下）で高い遮音性能が得られた条件 E～
1～E-4 および条件 F-1～F-4 を採用した。試験体の設置
方法等は，前章と同様である。
3.2 実験方法
実験方法は前章と同様に JIS A 1441-1：2007 に準拠し
た方法により音響インテンシティ音響透過損失を求めた。
3.3 実験結果
条件 E-1～E-4，条件 F-1～F-4 とシナ合板とを複層化

した機構の音響透過損失結果を図 14，15 にそれぞれ示す。
同図にはシナ合板のみの音響透過損失結果とランダム入射
時の質量則（Mass law）に基づく，音響透過損失計算値
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図 11 条件E-1～E-4 の音響透過損失結果
（線径 6 mm，ピッチ 100 mm）

図 9 条件C-2，D-2，E-2 の音響透過損失結果
（ピッチ：100 mm，250 Pa 加圧時）

図 12 条件F-1～F-4 の音響透過損失結果
（線径 0.7 mm，ピッチ 6.35 mm）

図 10 条件C-3，D-3，E-3 音響透過損失結果
（ピッチ：100 mm，500 Pa 加圧時）
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を併記した。
図 14，15 より，膜内を加圧する前（0 Pa）の音響透過
損失は，シナ合板のみと比較して 100 Hz 帯域で 5～10 dB
の上昇が見られたものの，その他の帯域では，ほとんど認
められなかった。
一方，膜内を加圧した条件を見ると，MSI に条件 E-

2～E-4 を用いた場合（図 14）では 31.5 Hz～200 Hz 帯域
においてシナ合板のみよりも 8～15 dB 程度向上し，質量
則の計算値を大きく上回る結果と読み取ることができる。
しかし，250 Hz 帯域以上の中高周波領域は，加圧による
影響はほとんど現れず，シナ合板のみと比較して，若干の
性能向上は見られるものの，質量則の計算値を下回る結果
となった。以上の結果から，低周波領域に fp が生じるよ
うにチューニングしたMSI と複層化の場合では，単一板
およびMSI それぞれが互いに遮音上不利な周波数帯を補
う特性を持っているため，全周波数帯域で良好な遮音特性
を示すことが分かった。ただし，中高音域については重量
を付加しただけの遮音量の改善は得ることができない。
次に MSI に条件 F-2～F-4 を用いた場合については，

MSI 単体でピーク（fp）が生じた 1000～2000 Hz 帯域の高
周波領域を見ると，いずれの内圧条件においても 10 dB 以
上の性能向上が見られた。それに対して，125 Hz 以下の
低周波領域を見ると 500 Pa，1000 Pa では，63 Hz 帯域に
ディップ周波数が生じ，シナ合板のみと比較してほぼ同じ
または下回る結果であったが，その他の帯域では 4 dB 以
上上昇していた。さらに内圧を増加させた 2000 Pa 加圧時
の音響透過損失は，ディップ周波数の 63 Hz 帯域でもシ
ナ合板のみと比較して高い遮音量が得られており，いずれ
の帯域も 10 dB 以上向上した。以上より，線材のピッチが
細かく，軽量な材料構成の MSI と複層化した場合では，
重量を大幅に増加させることなく，単板の遮音上不利な周
波数を補うことに加え，広範囲な周波数で遮音量を上昇さ
せることができることが分かった。

4．まとめ
本稿では，MSI を構成する膜の内圧，網のピッチ，線

径をパラメータとした音響透過損失を比較した結果を示し
た。また，単一板とMSI を複層化した遮音機構の音響透
過損失を確認した。その結果，以下に示す知見を得た。
（1） ピーク周波数（fp）とその遮音量を上昇させ，ピー

ク周波数を中心に低音，高音の両側に生じる遮音効
果の範囲を拡張させるには，MSI を構成する線材
のピッチを狭めることが有効である。

（2） ピーク周波数（fp）よりも低音域側の遮音効果を得
るには，線径を太くすること（線材の質量増加）が
有効である。

（3） 西村5)の知見と同様に膜内の圧力の増減により，ピ
ーク周波数およびMSI の面全体の大きさに依存す
る固有振動数（f0M）を調整することが可能となる。

（4） MSI を構成する網が軽量な材料でも，膜の内圧を
上昇させることで，面に依存する固有振動数（f0M）

が高周波側に移動し，低周波領域において高い遮音
量が得られる。

（5） 単板とMSI を複層化することで，低周波領域の遮
音量が上昇し，遮音性能の広帯域化が可能となる。
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図 14 条件 E-1～E-4 の MSI とシナ合板 t5.5 mm を複層化し
た遮音機構の音響透過損失結果

図 13 MSI とシナ合板を複層化した機構の概念件

図 15 条件 F-1～F-4 の MSI とシナ合板 t5.5 mm を複層化し
た遮音機構の音響透過損失結果
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（6） 単板の遮音性能を重量の大幅な増加なしに広範囲な
周波数で向上させるには，単位重量の大きい網材を
用いることで，ピーク周波数（fp）を低周波領域に
チューニングするよりも軽量な網材で膜内を高圧化
することによって f0M を高音域にシフトさせた方が

優位である。
今後は，網等や膜の端部の拘束条件や寸法比等の未解明

な構成要素が遮音特性に及ぼす影響について実験的に検討
する共に，防音扉や防音パネル等の既存防音材への適用を
考慮した実用化に向けた検討を行う予定である。
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THE EXPERIMENTAL STUDY ON SOUND TRANSMISSION LOSS OF LIGHT SOUND
INSULATION STRUCTURES USING MSI

T. Kaise, and S. Inoue

The membrane sound insulator（MSI), which uses a thin membrane bag inflated by air and sandwiched by restricting
materials such as steel meshworks characteristically has high sound insulation performance at low-frequency band in spite
of its light weight. By applying this principle to the multi-layered wall and properly tuning the sound insulation
characteristics of MSI, it is possible to make a mechanism which can easily improve sound insulation performance at low-
frequency band compared to the conventional method and block sound at wide range of frequencies. In this study, first of all
it was examined experimentally sound transmission loss in which the pitch of wire mesh, wire diameter of wire mesh and
internal pressure of the film as a parameter and revealed the influence which wire mesh and pressure of the film
constituting the MSI has on the sound insulation properties from those results. Second of all it was investigated
experimentally sound transmission loss of mechanism that MSI and a single plate complexed and, confirmed the efficacy of
the sound insulation performance improvement by multi-layered. As the results, finding were provided.
（1）By varying internal pressure of the film, wire diameter of the mesh, pitch of the mesh, it was possible to shift natural
frequency and peak frequency or increase and decrease amount of sound insulation.
（2）By multilayering single plate and MSI, its sound insulation performance improved more than mass law in low
frequency. Also it was possible to be broaden the frequency which the sound insulation performance can be obtained than
single plate.


