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天井脱落対策に適用できる軽量化粧吸音材の開発
―背後に多孔質吸音材と非通気性膜を有するMPPの

吸音特性に関する実験的検討―
堀尾 貞治＊ 井上 諭＊＊

要 約： 国土交通省告示第 771 号により，大規模空間の天井（天井高さ 6 m超かつ水平投影面積 200 m2 超で単位面積
質量 2 kg/m2 超の吊り天井）が特定天井として規定されて以来，様々な耐震天井や特定天井に該当しない軽量
な天井（単位面積質量 2 kg/m2 以下）が開発されてきた。音環境の側面では，大規模な空間ほど喧騒音の制御
として天井面での吸音処理を要求されるケースが多いが，それらに関する製品のラインナップは少なく，意匠性
の側面においても設計自由度は低いのが現状である。本研究では，高い意匠性と吸音性を備える微細穿孔板
（MPP）を用いることで，軽量な吸音天井材として，大規模天井への利用を試みている。しかし，MPP 吸音体
は背後の空気層厚によって得られる吸音特性が大きく変化し，天井材として利用する際には音響設計をする上で
扱い難い側面もあるため，吸音体によって得られる吸音率は一定に保持されることが望ましい。そこで本報にお
いては，従来のMPP吸音体の背後層に多孔質吸音材と 1 kg/m2 未満の軽量な非通気性膜を積層することで，高
音域側の吸音のピーク周波数（500～1000 Hz）における吸音率が 0.8 以上の高い値で一定に保持可能であること
を実験的に確認した。これにより，背後空気層厚の影響を制御できる吸音天井材としての利用可能性を示した。

キーワード： 微細穿孔板（MPP），多孔質吸音材，非通気性膜，積層構造体，広帯域吸音体，軽量吸音材

目 次： 1．はじめに
2．残響室法吸音率の実験概要
3．積層構造体による吸音効果

4．非通気性膜の面密度の影響
5．in-situ 測定法による吸音特性の検証
6．まとめ

1．はじめに
国土交通省告示第 771 号により大規模空間の天井が特定

天井として規定されて以来，様々な耐震天井や特定天井に
該当しない単位面積質量が 2 kg/m2 以下の軽量な天井
（以下，軽量天井）が開発されてきた。筆者らは，音環境
の側面において大規模な空間ほど喧騒音の制御の目的で天
井面に吸音性が要求されることに着眼し，軽量で高い吸音
性能を有する微細穿孔板（MPP）を用いた軽量天井の開
発を試みている。
MPP は，微細孔を多数あけた薄い板や膜であり，建築

物の壁や天井の吸音構造を成す内装材としての利用が期待
されている。基本的な構造は，背後に空気層を介して剛壁
と平行に設置することで，微細孔内の空気の質量を背後空
気層の空気ばねが支持した単一共振系とみなすことができ
るため，Helmholtz 型共鳴機構を成す1)。吸音特性は，共
鳴周波数帯域で 2オクターブ程度の比較的広い吸音の周波
数範囲を有し，板厚や孔径，開口率，背後空気層厚に応じ
て共鳴周波数帯域や吸音特性が変化する。このうち，実際
の壁面や天井面は，同一面内においても背後空気層厚が必
ずしも一定とは限らないため，室内の残響特性を予測する
上では，その影響を定量的に把握する必要がある。一方，
背後空気層の影響を制御する方法として，MPP の背後空
気層厚が一定になるように板状のもので仕切る方法があ

る。ただし，仕切り板を単一で用いる場合は，仕切り板が
背後剛壁として作用しなければならないため，仕切り板の
面密度は，少なくとも 1 kg/m2 以上が必要となることが
検討されている2)。しかしながら，大規模空間の天井面に
利用する場合は，天井材の脱落防止対策として，より軽量
化が求められる。
そこで本報では，MPP の背後層に多孔質吸音材と 1

kg/m2 未満の軽量な非通気性膜を積層することで，空気
層厚の影響による共鳴周波数帯域の制御の可能性を，実験
的アプローチにより検討した。

図 1 試験体モデル

2．残響室法吸音率の実験概要
試験体は，室容積 320 m3 の残響室に，微細穿孔加工し
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た塩化ビニル樹脂製の膜にガラス繊維織布を裏打ちした膜
材をMPP（写真 2：板厚 t=0.3 mm，孔径 d=0.4 mm，開
口率 p=1.4%，面密度：0.31 kg/m2，試料面積：13.3 m2）
として用い，床スラブ面と平行に空気層を介して設置した
（図 1，写真 1）。試験体の周囲は，空気の出入りがないよ
うにアクリル板で塞いだ。実験では，残響室法吸音率
（JIS A1409）を測定，評価した。
試験体は，以下(ａ)～(ｃ)の 3パターンとし，それぞれ

背後の空気層幅 D を 50，120，300，500 mm と変化させ
た。
(ａ)単一MPP
(ｂ)MPP＋多孔質吸音材：MPP の背後に多孔質吸音材

（密度 10 kg/m3，厚さ 50 mm）を密着させた積層体
(ｃ)MPP＋多孔質吸音材＋非通気性膜（写真 3）：MPP
の背後に多孔質吸音材（密度 10 kg/m3，厚さ 50 mm）と
アルミ箔＋ガラス繊維織布の軽量な非通気性膜（面密度
0.29 kg/m2，厚さ 0.1 mm）を密着させた積層体
また，単一 MPP 吸音体は，MPP および背後空気層の

インピーダンスを持つ等価回路モデルとし，そのインピー
ダンス Z=r−iωm+icot (ωDc)について，Maa の理論1)

により rと ωm(1 式)，(2 式)を求めた。音場入射吸音率
は，入射角 θ の斜入射吸音率 α(3 式)を，入射角 θ=0～
78°で平均して算出した。なお，k=d (ρω4η)，粘性係
数 η：1.79×10－5（Pa s），ω=2πf，ρ：空気の密度，c：
空気中の音速である。

r=
32η

pρcd   1+
k

32 +
 2
8 k

d
t  (1)
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写真 1 試験体設置状況

写真 2 MPP表面
（微細孔）

写真 3 多孔質吸音材＋非通気性膜

図 2 背後空気層厚に応じた吸音特性の変化
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3．積層構造体による吸音効果
MPPの背後空気層厚D（50～500 mm）ごとに，試験体

(ａ)～(ｃ)の残響室法吸音率の測定結果を比較して図 2に
示す。また，理論計算結果も記載した。試験体(ａ)と理論
計算結果を比較すると，理論値と同様に，試験体(ａ)にお
いても，D に応じて共鳴周波数帯域が変化する特徴が観
測された。これより，本試験体の膜材は，MPP 吸音体の
吸音特性を備えているとみなす。吸音率は，中音域から高
音域で理論値よりも測定結果の方が大きい値となり，共鳴
周波数帯域は測定結果の方が若干低い側に現れる。これ
は，本実験で用いた膜材に裏打ちされたガラス繊維織布に
よる音響抵抗の増加による影響と考えられる。
試験体(ｂ)は，試験体(ａ)と同様に，D に応じた共鳴

周波数帯域の変化が観測された。また，試験体(ａ)と比
べ，多孔質吸音材による音響抵抗の増加により，共鳴周波
数帯域は 1/3 オクターブ程度低い側となり，吸音率は大き
く増加した。
一方，試験体(ｃ)は，試験体(ａ)，(ｂ)と同様に D に
応じて共鳴周波数帯域が変化しつつも，試験体(ａ)の D
=50 mm 時の共鳴周波数 fr（=1 kHz）で，常に吸音率
0.8 以上を保持している。これより，0.29 kg/m2 程度の軽
量な非通気性膜でもMPP 吸音体の剛壁として作用し得る
可能性が示唆された。多孔質吸音材と非通気性膜が密着し
ていることにより，膜振動がダンピングされ，膜の剛壁作
用に対して補助的に働いている可能性も考えられる。

4．非通気性膜の面密度の影響
次に，どの程度まで非通気性膜の軽量化を図ることが可

能か検討するため，非通気性膜の面密度を変化させた場合
の影響を探った。
試験体(ｃ)について，面密度の異なる非通気性膜を用い

て残響室法吸音率を測定した結果を図 3に示す。なお，簡
易に比較を行う実験のため，試料面積は 1.7 m2 とした。
非通気性膜の面密度が 0.12 kg/m2 ではMPP～非通気性膜
間での共鳴効果は得られていないが，0.20 kg/m2 以上に
なると共鳴効果が現れた。これより，多孔質吸音材と密着
して積層する場合，非通気性膜が剛壁として作用するため
の面密度（質量）は少なくとも 0.20 kg/m2 以上が必要で
あることが示された。

5．in-situ 測定法による吸音特性の検証
実際に天井として利用した際に，これらの実験で観測し

た吸音効果が得られるか in-situ（その場）測定法により
検証した。

5.1 概要
MPP の背後層に多孔質吸音材と非通気性膜を積層した

吸音構造を実験的に設置した吊り天井（図 4）について，
in-situ 表面インピーダンス測定システム（Micro flown 社
製）を用いて吸音特性を測定した。吸音構造は，大規模空
間に設置し，剛壁である天井面からは約 23 m の離隔があ
るため，剛壁との背後空気層における共鳴効果が無い条件
下とした。音源は Swept Sine 平面波とし，PU プローブ
を用いて，材表面の音圧応答と粒子速度応答を同時に収録
し，表面インピーダンス（音圧/音響粒子速度），反射率
（吸音率=1−反射率）を算出した。材表面と PU プロー
ブの距離は，10 mm程度である。MPP 吸音構造に用いた
材料は，試験体(ｃ)と同じ材料を用いた。また，MPP の
背後層に多孔質吸音材と非通気性膜を設置しない単一
MPPについても測定した。

図 4 天井試験体概要図

5.2 結果
吸音率の測定結果を図 5に示す。残響室吸音率の実験に

おいて，多孔質吸音材と非通気性膜を積層したMPP 吸音
構造で現れていた共鳴周波数 500～1 kHz 帯域の吸音のピ
ークに着眼して比較を行った。単一MPP は，500～1 kHz
帯域ではピークを持たないが，一方，多孔質吸音材と非通
気性膜を積層した吸音構造は吸音率 0.8 以上の高い吸音率
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図 3 非通気性膜の面密度の影響（試料面積 1.7 m2）
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でピークが現れた。本試験体のようにMPP と背後剛壁が
極端に離れている条件においても，共鳴効果が得られてい

ることから，多孔質吸音材と非通気性膜による剛壁作用が
得られる可能性が示唆された。

6．まとめ
MPP の背後に多孔質吸音材と非通気性膜を密着して積

層することで，空気層厚が異なる場合でも，MPP 単体の
吸音特性よりも，吸音性能を保持する周波数範囲を広帯域
化することが可能であることを示した。非通気性膜は，1
kg/m2 未満の比較的軽量な材料でも剛壁作用の効果が期
待出来る。また，本試験体の合計重量（MPP＋多孔質吸
音材＋非通気性膜）は，1.1～1.2 kg/m2 であり，建築物の
内装材としては非常に軽量である。これは，大規模空間の
天井面に対して要求される軽量化と吸音力の保持の両立
に，大きく貢献することを意味する。
今後は，天井下地の仕様や工法を含め，実用的な軽量天

井の開発を検討していきたい。
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図 5 in-situ 測定法による吸音特性
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DEVELOPMENT OF THE LIGHT-WEIGHT SOUND ABSORBING CEILING
APPLICABLE TO FALL PREVENTION SYSTEM FOR SUSPENDED CEILING

―AN EXPERIMENTAL STUDY ON SOUND ABSORPTION CHARACTERISTICS OF MPP―

S. Horio and S. Inoue

We have been developing the light-weight sound absorbing ceiling applicable to fall prevention, using MPP
（Microperforated panel). This report showed that a new absorption system enables to control influence of the back air
stratum thickness to the sound absorption characteristics by taking experimental studies in a reverberation room and in-
situ measurement.
The new absorbing system, which is less than 1 kg/m2 in weight, consists of MPP backed by a porous sound absorbing
material with a non-permeable membrane. And, sound absorption coefficient in a sound absorbing peak frequency（500-
1000 Hz）can be maintained more than 0.8 without depending on the back air stratum thickness in the ceiling space.
It is expected that this ceiling system makes both weight saving and high-sound absorption with each other and

contributes to safety and comfort of sound environment in large space buildings.


