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Abstract 

   This paper describes a method of controlling the noise radiated from multiple outlets of an enclosure by 
appropriately arranging absorbing materials. There are two steps in the method. First, the sound pressure and 
acoustic particle velocity in the enclosure are calculated by numerical simulation. Next, we examine the 
arrangement of the absorbing materials to decrease the acoustic energy of the radiated sound from the outlets 
based on the numerical results of the FDTD method. The numerical results show that there are peaks caused by 
the natural frequencies of the enclosure and the peak caused by the resonant frequency in the characteristics of 
sound pressure levels measured at the center of each outlet. The numerical results reveal that if the absorbing 
materials are appropriately arranged, the sound pressure levels at the natural frequencies can be controlled. 
Experimental results also show the same tendency. 
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１．はじめに 

 
騒音発生源が囲い（筺体）に覆われており，複数の

開口部から音が放射されて問題となることがある．自

動車エンジンルームの発生騒音や，エンジンを利用し

た発電機やコンプレッサによる騒音，加えて空調用室

外機による騒音等が該当する．上記の騒音を抑制する

ために，吸音性材料や遮音性材料が用いられる 1)． 

筺体内の騒音を吸音性材料によって抑制するには，

騒音抑制効果を最大にするという意味では筺体内全

域に吸音性材料を配置するのが望ましい．しかし，筺

体内全域に吸音性材料を配置するということは，流体

の流路の確保やコスト抑制の観点から現実的ではな

い．また，筺体は可能な限りコンパクトに作られるこ

とが多いことから，吸音性材料の設置スペースが十分

確保できない場合が多い．そのため，筺体内に設置さ

れた機械類の機能を損なわずに，筺体内の限られた空

間内で，優れた騒音抑制効果が得られる吸音性材料の

配置方法の確立が求められている． 

一般に，吸音性材料は，音響的粒子速度を低減させ

ることで音響エネルギーを減少させるものと考えら

れている 2)．ある空間内において粒子速度の大きい場

所に吸音性材料を配置するほど，騒音を効果的に抑制

できると考えられる．しかしながら，これまでの閉空

間内での吸音性材料の配置設計法に関する検討では，

吸音性材料の設置位置のモード減衰に対する寄与度

をもとに最適配置を行う方法や 3,4)，吸音性材料を

Biot モデル 5)で模擬し，トポロジー最適化手法を適用

した方法 6)が提案されているものの，音場の粒子速度

特性を配置設計に対して直接的に活用した検討は行

われていなかった． 

以上をふまえて本研究では，内部に騒音源を有する

筺体から発生する騒音を効果的に抑制するため，筺体

内における吸音性材料を適切に配置する方法を検討

する．まず，筺体内の粒子速度分布を知ることが必要

となる．機械類が納められる筺体の形状は様々で複雑

な場合も多い．また，開口部位置や数も様々である．

これらを考慮しつつ，筺体内の音響的特性を解析的に

求めることは困難であり，数値解法の利用が有効とな

る．本論文では，筺体内の音圧，粒子速度を時間領域

差分法 (Finite Difference Time Domain, FDTD)7) と呼ば

れる数値計算法によって求める．次に，求めた結果に

基づいて筺体出口から放射される音響エネルギーを

抑制する吸音性材料の配置を検討する． 

 

 2．吸音性材料の配置設計  
 

2.1 設計概要 

本研究における吸音性材料の配置設計では，まず，

騒音抑制の対象となる複数の開口部を有する空間内
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FDTD 法による計算の精度を確保するためには，

空間離散間隔を扱う波長の  1/10 程度以下にする必

要がある 10)．多孔質材料中の波長は，空気中におけ

る波長よりも短くなるため，多孔質材料中の波長に応

じた空間離散間隔を定める必要がある．以上の空間内

において吸音性材料を含む音場の特性を FDTD 法を

用いて計算する．  

 

2.3 粒子速度振幅と放射音響エネルギーとの関係  

吸音性材料配置による粒子速度振幅の変化と開口

部から放射される音響エネルギーの関係を調べるた

め，Fig.2 に示すような空間を考える．境界壁内側の

空間の大きさを 600mm×460mm×400mm とする．空

間周囲の境界壁材質を剛体とし，境界壁の 2 か所に

開口部を設ける． 2 つある開口部の寸法はともに

100mm×260mm とする．空間底部には，大きさ 50mm
×50mm の騒音源があるものとする．  

騒音抑制のための吸音性材料の設置場所に制約を

設ける．本論文においては，吸音性材料の設置可能な

位置を境界壁面上のみとする．これは現実の騒音対策

においてもしばしば見受けられる形態である．  
上述のモデルを用いた数値シミュレーションでは，

空間離散間隔を∆x=∆y=∆z=20mm とし，時間離散間隔

を∆t=20µs とする．これらの値は，式  (7) の条件を満

足する．騒音源は，Fig.3(a)に示すパルス状信号で騒

駆動される．駆動用信号の周波数特性は Fig.3(b)に示

す通りであり，一般音響用スピーカの特性と同様のバ

ンドパスフィルタ状の周波数特性を有している．  
 Fig.3 に示す信号で騒音源を駆動した場合の筐体内

音場において，境界壁近傍における粒子速度振幅を最

も大きい値から順に示したのが Fig.4 である．横軸は

粒子速度振幅値の順位を表す．横軸の値が大きくなる

ほど，粒子速度振幅値は小さくなる．縦軸では，境界

壁近傍の各点における粒子速度振幅値を粒子速度振

幅の最大値で正規化した値を表示している．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  2  A rigid-walled enclosure model with two outlets  for 

arranging absorbing materia ls.  

次に，粒子速度振幅と開口部から放射される音響エ

ネルギーとの関係を調べる．吸音性材料はある面積を

有する板状に設置されることが多い．そこで，Fig.4
に示すように，粒子速度振幅の値が大きい方から順に

設置面積の 10%相当ごとにグループ分け（ (1)， (2)…
(10)）をする．つづいて，各グループの粒子速度振幅

が観測される位置に吸音性材料を設置し，その時の開

口部から放射される音のパワーレベルを算出する．  
例として，グループ (1)の吸音性材料を用いた場合

の音響パワーレベルの計算結果を Fig.5 に示す．Fig.6
には，グループ (6)の吸音性材料を用いた場合の音響

パワーレベルの計算結果を示す．   
Fig.5 と Fig.6 とを比較した結果，粒子速度振幅が大

きい領域に吸音性材料を設置した方が，ピークが生じ

ている周波数において音響パワーレベルの抑制効果

が大きくなっている．  
グループ (1)やグループ (6)以外の吸音性材料の配置

を用いた場合の音響エネルギーの抑制効果を調べる

ため，吸音性材料を設置していない場合の音響パワー

レベル PWL0 と，(1)～ (10)の吸音性材料の配置とした

場合の音響パワーレベル PWL との差を Fig.7 に示す． 
この結果から，粒子速度振幅が大きい領域に吸音性

材料を設置すれば，概ね，開口部から放射される音響

エネルギーの抑制量も大きくなることが確認できた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3 Vibrat ion character ist ics of noise source((a) 
waveform, (b) f requency response).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  4 Distribution of acoust ic part icle velocit ies in the 
numerica l model without  absorbing material.  
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の音場特性を計算し，空間内の粒子速度分布を調べる．

次に，粒子速度振幅の大きい領域から順に設置コスト

が許される範囲内で吸音性材料を配置する．  
粒子速度振幅の大きさに基づいて吸音性材料の配

置を決定するためには，空間内の粒子速度振幅が大き

い箇所に吸音性材料を設置すると開口部から放射さ

れる音響エネルギーの抑制量が増加することが前提

となる．この前提が成立するのか以下の数値計算によ

って確認する．  
 
2.2 吸音性材料を含む音場に対する FDTD 法の適用  

FDTD 法では，音場を記述する連続の式と運動方

程式を時間および空間について中心差分近似し，音圧

と粒子速度を逐次的に計算する．本節では，多孔質吸

音性材料を含む空間内の音場の特性を  FDTD 法で計

算するための更新式を導出する．   
三次元空間内の音場において，音圧を p，粒子速度

ベクトルを q=[qx, qy, qz] と表す．多孔質吸音性材料

を含む空間内の音場についての連続の式および運動

方程式は以下のように表される 8)．  
 
 
 
 
 
 

ここで，ρ0 は空気の密度，c0 は音速を表す．σ(0< σ <
≦1)は多孔度を表す係数であり，σ が 1 に近い程，

媒質中での空気の割合が高く，多孔質材料の充填率が

小さいことを表す．  

Rf は多孔質材料の単位厚さあたりの流れ抵抗を表

す．σ, Rf は空間の関数である．多孔質材料は一般に

は不均質である．また，媒質が空気の場合にはσ=1, Rf 
=0 である．なお，以下では，σ, Rf は空間的に均一

であり，時間的には変化しないものとする． 

音圧・粒子速度についての  FDTD 法のための更新

式は式  (1), (2) を中心差分近似することによって，以

下のように表される．  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ここで，∆x, ∆y, ∆z は，x, y, z 軸方向における空間離

散間隔を表し，∆t は時間離散間隔を表す．  I, J, K は

空間インデックスを表し，n は時間インデックスを表

す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここで，D±=1± (σ Rf  ∆t)/(2ρ0) とおいた．式 (3), (4)
～ (6) を逐次的に計算することによって，多孔質吸音

性材料が含まれる空間内での音波の伝搬を模擬でき

る．多孔質吸音性材料の形状が複雑な場合や材料が不

均一な場合についての計算も容易である．なお，σ =1, 
Rf=0 とすると，媒質を空気とした場合の更新式と一

致する． 

音圧，粒子速度は Fig.1 に示すように空間内に配

置される．なお，FDTD 法では，計算の安定性を保

証するために，以下に示す安定条件を満たしつつ，空

間離散間隔および時間離散間隔を決定する必要があ

る 9)．  
 
 
 
 
 
ここで，vmax は解析領域における音波の最大位相速度

である．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  1  Locations of sound pressure and part icle velocit ies 

in a unit  cell.  

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  
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FDTD 法による計算の精度を確保するためには，

空間離散間隔を扱う波長の  1/10 程度以下にする必

要がある 10)．多孔質材料中の波長は，空気中におけ

る波長よりも短くなるため，多孔質材料中の波長に応

じた空間離散間隔を定める必要がある．以上の空間内

において吸音性材料を含む音場の特性を FDTD 法を

用いて計算する．  

 

2.3 粒子速度振幅と放射音響エネルギーとの関係  

吸音性材料配置による粒子速度振幅の変化と開口

部から放射される音響エネルギーの関係を調べるた

め，Fig.2 に示すような空間を考える．境界壁内側の

空間の大きさを 600mm×460mm×400mm とする．空

間周囲の境界壁材質を剛体とし，境界壁の 2 か所に

開口部を設ける． 2 つある開口部の寸法はともに

100mm×260mm とする．空間底部には，大きさ 50mm
×50mm の騒音源があるものとする．  

騒音抑制のための吸音性材料の設置場所に制約を

設ける．本論文においては，吸音性材料の設置可能な

位置を境界壁面上のみとする．これは現実の騒音対策

においてもしばしば見受けられる形態である．  
上述のモデルを用いた数値シミュレーションでは，

空間離散間隔を∆x=∆y=∆z=20mm とし，時間離散間隔

を∆t=20µs とする．これらの値は，式  (7) の条件を満

足する．騒音源は，Fig.3(a)に示すパルス状信号で騒

駆動される．駆動用信号の周波数特性は Fig.3(b)に示

す通りであり，一般音響用スピーカの特性と同様のバ

ンドパスフィルタ状の周波数特性を有している．  
 Fig.3 に示す信号で騒音源を駆動した場合の筐体内

音場において，境界壁近傍における粒子速度振幅を最

も大きい値から順に示したのが Fig.4 である．横軸は

粒子速度振幅値の順位を表す．横軸の値が大きくなる

ほど，粒子速度振幅値は小さくなる．縦軸では，境界

壁近傍の各点における粒子速度振幅値を粒子速度振

幅の最大値で正規化した値を表示している．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  2  A rigid-walled enclosure model with two outlets  for 

arranging absorbing materia ls.  
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(10)）をする．つづいて，各グループの粒子速度振幅

が観測される位置に吸音性材料を設置し，その時の開

口部から放射される音のパワーレベルを算出する．  
例として，グループ (1)の吸音性材料を用いた場合

の音響パワーレベルの計算結果を Fig.5 に示す．Fig.6
には，グループ (6)の吸音性材料を用いた場合の音響

パワーレベルの計算結果を示す．   
Fig.5 と Fig.6 とを比較した結果，粒子速度振幅が大

きい領域に吸音性材料を設置した方が，ピークが生じ

ている周波数において音響パワーレベルの抑制効果

が大きくなっている．  
グループ (1)やグループ (6)以外の吸音性材料の配置

を用いた場合の音響エネルギーの抑制効果を調べる

ため，吸音性材料を設置していない場合の音響パワー

レベル PWL0 と，(1)～ (10)の吸音性材料の配置とした

場合の音響パワーレベル PWL との差を Fig.7 に示す． 
この結果から，粒子速度振幅が大きい領域に吸音性

材料を設置すれば，概ね，開口部から放射される音響

エネルギーの抑制量も大きくなることが確認できた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  3 Vibrat ion character ist ics of noise source((a) 
waveform, (b) f requency response).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  4 Distribution of acoust ic part icle velocit ies in the 
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の音場特性を計算し，空間内の粒子速度分布を調べる．

次に，粒子速度振幅の大きい領域から順に設置コスト

が許される範囲内で吸音性材料を配置する．  
粒子速度振幅の大きさに基づいて吸音性材料の配

置を決定するためには，空間内の粒子速度振幅が大き

い箇所に吸音性材料を設置すると開口部から放射さ

れる音響エネルギーの抑制量が増加することが前提

となる．この前提が成立するのか以下の数値計算によ

って確認する．  
 
2.2 吸音性材料を含む音場に対する FDTD 法の適用  

FDTD 法では，音場を記述する連続の式と運動方

程式を時間および空間について中心差分近似し，音圧

と粒子速度を逐次的に計算する．本節では，多孔質吸

音性材料を含む空間内の音場の特性を  FDTD 法で計

算するための更新式を導出する．   
三次元空間内の音場において，音圧を p，粒子速度

ベクトルを q=[qx, qy, qz] と表す．多孔質吸音性材料

を含む空間内の音場についての連続の式および運動

方程式は以下のように表される 8)．  
 
 
 
 
 
 

ここで，ρ0 は空気の密度，c0 は音速を表す．σ(0< σ <
≦1)は多孔度を表す係数であり，σ が 1 に近い程，

媒質中での空気の割合が高く，多孔質材料の充填率が

小さいことを表す．  

Rf は多孔質材料の単位厚さあたりの流れ抵抗を表

す．σ, Rf は空間の関数である．多孔質材料は一般に

は不均質である．また，媒質が空気の場合にはσ=1, Rf 
=0 である．なお，以下では，σ, Rf は空間的に均一

であり，時間的には変化しないものとする． 

音圧・粒子速度についての  FDTD 法のための更新

式は式  (1), (2) を中心差分近似することによって，以

下のように表される．  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ここで，∆x, ∆y, ∆z は，x, y, z 軸方向における空間離

散間隔を表し，∆t は時間離散間隔を表す．  I, J, K は

空間インデックスを表し，n は時間インデックスを表

す． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここで，D±=1± (σ Rf  ∆t)/(2ρ0) とおいた．式 (3), (4)
～ (6) を逐次的に計算することによって，多孔質吸音

性材料が含まれる空間内での音波の伝搬を模擬でき

る．多孔質吸音性材料の形状が複雑な場合や材料が不

均一な場合についての計算も容易である．なお，σ =1, 
Rf=0 とすると，媒質を空気とした場合の更新式と一

致する． 

音圧，粒子速度は Fig.1 に示すように空間内に配

置される．なお，FDTD 法では，計算の安定性を保

証するために，以下に示す安定条件を満たしつつ，空

間離散間隔および時間離散間隔を決定する必要があ

る 9)．  
 
 
 
 
 
ここで，vmax は解析領域における音波の最大位相速度

である．  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  1  Locations of sound pressure and part icle velocit ies 

in a unit  cell.  

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  
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Fig.  9 Numerical resu lts of sound pressure levels at  the 
outlets (Solid: with the arrangement of Fig.8(a),  broken: 
whole surface covered  with materia ls,  dotted:  without  
material).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  10 Numerical results of sound pressure levels at  the 
outlets (Solid: with the arrangement of Fig.8(a),  broken: 
with the arrangement of Fig.8(b),  dotted : without  material).  
 

一方， Fig.8(b)に示すようにグループ (6)～ (10)の
粒子速度振幅が観測される位置に吸音性材料を設

置した場合の音圧レベル周波数特性の計算結果を

Fig.10 に破線で示す． Fig.8(b)に示す吸音性材料の

配置位置は，比較的粒子速度振幅が小さい領域とな

っているため， Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を

用いた場合の結果（実線）と比較すると，開口部 1，
開口部 2 とも， 3dB ほど騒音抑制効果が減少した．

以上の結果は粒子速度振幅値を基準とした吸音性

材料の配置が有効であることを示している．  

 

4．実験  
 

4.1 実験装置・実験方法  
 本論文で提案する吸音性材料の配置設計法の有

効性を確認するため，計算モデルと同様の実験装置

を用いて，筐体開口部から放射される騒音を吸音性

材料を用いて抑制する実験を行う．  

 Fig.11 に実験装置の概略を示す．無響室内には，

計 算 モ デ ル と 同 様 に ，内 寸 を 600mm× 460mm×

400mm とした筐体を設置している．境界壁は厚さ

25mm の合板製である．開口部についても， Fig.11
に示す位置に大きさ 100mm×260mm のものを 2 つ

設けている．騒音源としては，拡声器用ドライバユ

ニットを筐体底面隅に設置する．  
筐体内へ設置する吸音性材料として，ブリヂスト

ンケービージー（株）製 QonPET（厚さ 25mm）を

使用し， Fig.8 に示したように吸音性材料を配置す

る．実験では，開口部 1， 2 からの放射音圧レベル

を騒音計によって測定する．なお，騒音計の設置位

置は，開口部の中心とする．また，測定対象の開口

部以外からの放射音の影響を避けるため，開口部か

らの距離は，境界近傍となる壁面外側 10mm とする． 
 

4.2 実験結果  
 Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を用いた場合の

筐体開口部放射音の音圧レベル周波数特性の測定

結果を Fig.12 の実線で示す．吸音性材料を設置し

ていない場合（点線）と比較して，約 310Hz，約

440Hz，約 530Hz のピークにおいて，音圧レベルが

小さくなっている．また，周波数が高くなるにした

がって音圧レベルの抑制効果が大きくなっている．

また，開口部を除く境界壁面上全てに吸音性材料を

設置した場合（破線）と比較しても，計算結果と同

様に対象周波数帯域全体で約 3dB 騒音抑制効果が

減少した．  

一方， Fig.8(b)に示す吸音性材料の配置を用いた

場合の音圧レベル周波数特性の測定結果を Fig.13
に破線で示す． Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を

用いた場合（実線）と比較して，開口部 1，開口部

2 のいずれにおいても，対象周波数帯域全体で約

1dB 抑制効果が減少した．以上より，実験において

騒音抑制量は一致しないものの，傾向は計算結果と

同様となっており，本論文で提案する吸音性材料の

配置設計法の有効性を示す結果が得られた．  
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以上より，本論文における問題設定においては，筐

体から放射される音響エネルギーを効果的に抑制す

る吸音性材料の配置は，筐体内空間の粒子速度振幅の

大きさに基づいて行えることが確認できた．以下では，

本論文で提案する設計法の有効性を検証する．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  5 Numerica l resu lts of acoustic power levels of noise 
radiated from the out lets  (Solid line: with absorbing 
materials of group (1),  dotted l ine: without  materia l).    .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  6 Numerica l resu lts of acoustic power levels of noise 
radiated from the out lets (broken line: with absorbing 
materials of group (6),  dotted l ine: without  materia l) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  7 Numerica l result s of the difference between  power 
levels without  absorbing materia l and with absorbing 
materials.  

3．設計例  

 

3.1 設計仕様  

Fig.2 に示す筐体において，吸音性材料の設置面

積を抑制させつつ，開口部から放射される音響エネ

ルギーを減少させることを考える．吸音性材料の設

置面積は，本来設置コストを考慮して決定されるも

のである．本論文では，例として，吸音性材料の設

置面積を境界壁面積の 50%以下としつつ，騒音抑制

効果を最大にするように吸音性材料を配置するこ

とが目標である．  

 
3.2 設計結果の評価  
Fig.7 から，グループ (1)～ (5)の粒子速度振幅が観

測される位置に吸音性材料を設置することにする．

その場合 Fig.8(a)に示すような配置となる．なお，

Fig.8 は筐体の展開図となっており，図中の灰色部

分が境界壁面上に設置された吸音性材料を表す．な

お，吸音性材料の厚さは 20mm 一定である．  
Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を用いた場合の

筐体開口部放射音の音圧レベル周波数特性の計算

結果（実線）を Fig.9 に示す．なお本節では，後述

する実験結果との比較を容易にするために，開口部

中央の音圧レベルを用いて検討を行う．吸音性材料

を設置していない場合の周波数特性（点線）にはい

く つ か の 音 圧 レ ベ ル の ピ ー ク が 認 め ら れ る ． 約

90Hz のピークは，筐体がヘルムホルツ共鳴器とし

て 作 用 す る こ と に よ っ て 生 じ て い る ． ま た ， 約

310Hz，約 440Hz，約 530Hz のピークは，筐体寸法

によって決まる，それぞれ (1,0,0)， (0,0,1)， (1,0,1)
モードの固有周波数において生じている． Fig.9 か

ら，約 90Hz におけるピークについては，騒音抑制

効果は見られないものの，その他のピークにおいて

は騒音抑制効果が得られており，周波数が高くなる

に連れて抑制効果は大きくなった．開口部を除く境

界壁面上全てに吸音性材料を設置した場合（破線）

と比較すると， Fig.8(a)の配置を用いた場合，開口

部 1，開口部 2 のいずれにおいても，計算周波数帯

域全体で約 3dB 抑制効果が減少した．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (a)                       (b) 
 
Fig.  8 Arrangements by material with a half a rea of wall  
(desi rable a rrangements (a ),  undesirab le arrangements (b )).   
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Fig.  9 Numerical resu lts of sound pressure levels at  the 
outlets (Solid: with the arrangement of Fig.8(a),  broken: 
whole surface covered  with materia ls,  dotted:  without  
material).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  10 Numerical results of sound pressure levels at  the 
outlets (Solid: with the arrangement of Fig.8(a),  broken: 
with the arrangement of Fig.8(b),  dotted : without  material).  
 

一方， Fig.8(b)に示すようにグループ (6)～ (10)の
粒子速度振幅が観測される位置に吸音性材料を設

置した場合の音圧レベル周波数特性の計算結果を

Fig.10 に破線で示す． Fig.8(b)に示す吸音性材料の

配置位置は，比較的粒子速度振幅が小さい領域とな

っているため， Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を

用いた場合の結果（実線）と比較すると，開口部 1，
開口部 2 とも， 3dB ほど騒音抑制効果が減少した．

以上の結果は粒子速度振幅値を基準とした吸音性

材料の配置が有効であることを示している．  

 

4．実験  
 

4.1 実験装置・実験方法  
 本論文で提案する吸音性材料の配置設計法の有

効性を確認するため，計算モデルと同様の実験装置

を用いて，筐体開口部から放射される騒音を吸音性

材料を用いて抑制する実験を行う．  

 Fig.11 に実験装置の概略を示す．無響室内には，

計 算 モ デ ル と 同 様 に ，内 寸 を 600mm× 460mm×

400mm とした筐体を設置している．境界壁は厚さ

25mm の合板製である．開口部についても， Fig.11
に示す位置に大きさ 100mm×260mm のものを 2 つ

設けている．騒音源としては，拡声器用ドライバユ

ニットを筐体底面隅に設置する．  
筐体内へ設置する吸音性材料として，ブリヂスト

ンケービージー（株）製 QonPET（厚さ 25mm）を

使用し， Fig.8 に示したように吸音性材料を配置す

る．実験では，開口部 1， 2 からの放射音圧レベル

を騒音計によって測定する．なお，騒音計の設置位

置は，開口部の中心とする．また，測定対象の開口

部以外からの放射音の影響を避けるため，開口部か

らの距離は，境界近傍となる壁面外側 10mm とする． 
 

4.2 実験結果  
 Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を用いた場合の

筐体開口部放射音の音圧レベル周波数特性の測定

結果を Fig.12 の実線で示す．吸音性材料を設置し

ていない場合（点線）と比較して，約 310Hz，約

440Hz，約 530Hz のピークにおいて，音圧レベルが

小さくなっている．また，周波数が高くなるにした

がって音圧レベルの抑制効果が大きくなっている．

また，開口部を除く境界壁面上全てに吸音性材料を

設置した場合（破線）と比較しても，計算結果と同

様に対象周波数帯域全体で約 3dB 騒音抑制効果が

減少した．  

一方， Fig.8(b)に示す吸音性材料の配置を用いた

場合の音圧レベル周波数特性の測定結果を Fig.13
に破線で示す． Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を

用いた場合（実線）と比較して，開口部 1，開口部

2 のいずれにおいても，対象周波数帯域全体で約

1dB 抑制効果が減少した．以上より，実験において

騒音抑制量は一致しないものの，傾向は計算結果と

同様となっており，本論文で提案する吸音性材料の

配置設計法の有効性を示す結果が得られた．  
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以上より，本論文における問題設定においては，筐

体から放射される音響エネルギーを効果的に抑制す

る吸音性材料の配置は，筐体内空間の粒子速度振幅の

大きさに基づいて行えることが確認できた．以下では，

本論文で提案する設計法の有効性を検証する．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  5 Numerica l resu lts of acoustic power levels of noise 
radiated from the out lets  (Solid line: with absorbing 
materials of group (1),  dotted l ine: without  materia l).    .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  6 Numerica l resu lts of acoustic power levels of noise 
radiated from the out lets (broken line: with absorbing 
materials of group (6),  dotted l ine: without  materia l) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  7 Numerica l result s of the difference between  power 
levels without  absorbing materia l and with absorbing 
materials.  

3．設計例  

 

3.1 設計仕様  

Fig.2 に示す筐体において，吸音性材料の設置面

積を抑制させつつ，開口部から放射される音響エネ

ルギーを減少させることを考える．吸音性材料の設

置面積は，本来設置コストを考慮して決定されるも

のである．本論文では，例として，吸音性材料の設

置面積を境界壁面積の 50%以下としつつ，騒音抑制

効果を最大にするように吸音性材料を配置するこ

とが目標である．  

 
3.2 設計結果の評価  
Fig.7 から，グループ (1)～ (5)の粒子速度振幅が観

測される位置に吸音性材料を設置することにする．

その場合 Fig.8(a)に示すような配置となる．なお，

Fig.8 は筐体の展開図となっており，図中の灰色部

分が境界壁面上に設置された吸音性材料を表す．な

お，吸音性材料の厚さは 20mm 一定である．  
Fig.8(a)に示す吸音性材料の配置を用いた場合の

筐体開口部放射音の音圧レベル周波数特性の計算

結果（実線）を Fig.9 に示す．なお本節では，後述

する実験結果との比較を容易にするために，開口部

中央の音圧レベルを用いて検討を行う．吸音性材料

を設置していない場合の周波数特性（点線）にはい

く つ か の 音 圧 レ ベ ル の ピ ー ク が 認 め ら れ る ． 約

90Hz のピークは，筐体がヘルムホルツ共鳴器とし

て 作 用 す る こ と に よ っ て 生 じ て い る ． ま た ， 約

310Hz，約 440Hz，約 530Hz のピークは，筐体寸法

によって決まる，それぞれ (1,0,0)， (0,0,1)， (1,0,1)
モードの固有周波数において生じている． Fig.9 か

ら，約 90Hz におけるピークについては，騒音抑制

効果は見られないものの，その他のピークにおいて

は騒音抑制効果が得られており，周波数が高くなる

に連れて抑制効果は大きくなった．開口部を除く境

界壁面上全てに吸音性材料を設置した場合（破線）

と比較すると， Fig.8(a)の配置を用いた場合，開口

部 1，開口部 2 のいずれにおいても，計算周波数帯

域全体で約 3dB 抑制効果が減少した．  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (a)                       (b) 
 
Fig.  8 Arrangements by material with a half a rea of wall  
(desi rable a rrangements (a ),  undesirab le arrangements (b )).   
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Fig.  12 Experimenta l resu lts of sound pressure levels at  the 
outlets (Solid: with the arrangement of Fig.8(a),  broken: 
whole surface covered  with materia ls,  dotted:  without  
material). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  13 Experimenta l resu lts of sound pressure levels at  the 
outlets (Solid: with the arrangement of Fig.8(a),  broken: the 
arrangement of Fig.8(b),  dotted: without  materia l).  
 

6．まとめ  

 

本論文では，内部に騒音源を有する筺体から発生

する騒音を効果的に抑制するため，筺体内における吸

音性材料を音場の粒子速度振幅を考慮して適切に配

置する方法を検討した． 

筐体の壁面にのみ吸音性材料を設置できるもの

と制約条件を設けて，本論文で提案する方法によっ

て吸音性材料の配置設計を行った結果，騒音抑制効

果を維持しつつ，設置面積を抑制できることを明ら

かにした．  

 

 

 

 

 

 

 

吸音性材料は設置方向によって吸音効果が異な

る特性を有するため，吸音性材料設置方向と粒子速

度ベクトルの方向を考慮した配置設計の改善を今

後行う予定である．  
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