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合 板 の 限界 コイ ンシデ ンス周 波 数 と

透 過 損 失 に 関 す る研 究
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しゃ音 は多 くの園子 に鮮衡 され るが,材料 によ らな い外部的 な園子 を樽定 の条件 に整 え
た場合 の実験 によって,材料 の しゃ音 に対 す る性質 を明 らか にす ることがで 垂る.本研究
で は,小 型試験片 に よる透過損失 の絡特性 に基づ き,合板 の限界 コイ ンシデ ンス周 波数 と
その透過損失槌 の比較法 につ いて険射 した.
しゃ音 は新 た に散計 した音 波透過 測定装置で測定 した. この装 置 は, 音源 義 にな る残響
室 と受音義 にな る無 智義 か ら構成 されて い る. 測定周波数 昭 銅 は,両 童 の音場 の拡散性 に
関す る検討給巣 に よったが,試験片 の寸 法 を も考慮 して決 め られ た. その給養 で は,本装
紀 は小 型 の装 置で あ るが,1
803Hz

以上 の周波数領域 で, しゃ音 は十 分 に粗度 よい測定機

が得 られた.
限界 コイ ンシデ ンス周披数 は異方性材料 の麗交合板 を対象 に検討 した.異方性材 料 の透
過損失 で は, コイ ンシデ ンス効果 が明確 に判 断で きないので,合板 に入 射 した音 奴 の伝 わ
る方向 を制限す ることに よって, コイ ンシデ ンス効果 を確 紺 した. 限界 コイ ンシデ ンス周
波数 は曲げ波 が板 を伝 わ る速 度 か ら計算 で き,政 も違 い速度か下 限櫨 を あたえ る ことが明

eamrre
らか にな った. この始発 か ら, コイ ンシデ ンス効果 に関す る C

の理論 が異方性材

料 に も適用 で きる.
コイ ンシデ ンス周波数儀域 の透過也朱 は,周 波数 を限界 コイ ンシデ ンス周 波数 に対 す る
比 (
/
j)
fc

で表 わ し, 透過損失 を 繋･
g
i法 測の櫨 と実 測値 の 差 (
RJ
(I)‑R (I)
)で表 わす

ことがで 虫る. この教示 で は, 限界 コイ ンシデ ンス周 波数 が鼎 な る材料 の透過損失 を相 互

R(
f I)‑ A(I)) と
に比較 で きる. 合板 で は,容積密度 が等 しい場 合 に, 透過挽欠 の差 (
合板 の厚 さの関係 は指数関数 で教 わ され る. コイ ンシデ ンス効 果 は, 厚 さが厚 い合板 で よ
り顕 著 に認 め られ る給養 を得 た.
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1．緒
しゃ音は材料の音エネルギーの伝えにくさを教わす性質であり，音響材料としてほ蜜蟹

な性質の鵬つである．しゃ音に彫啓する園子は多く，材料の物理的性質はもちろん 壁体
としての大きさ，厚さ，一哉定方法などにも影額を受ける．

また，音波の周披数，入射角皮

や晋披の曖矯などの晋披の性質にも影響される．したがって，材料のしゃ音を検討すると
きには，影額する渚因子を生理し，ある血走の基準に基づいた条件下で行うことが必要で
ある．

材料のしゃ音の特質を明らかにするには，材料の性質によらない外的な園子を血走条件
下におき，そのもとで材料の性質を放射することが有効な方法である．

外的な因子としては壁体の大きさ，壁体の固定方法，督波の入射条件などがあるが，こ
こでほ新しく設劉・された小型の晋改透過測定裳澄を使い，滞灸件を山定にすると同時に，
測定周級数を限定することによって，螢体の大きさに対応したしゃ晋現象を検討した．
材料のしゃ晋は音波の周級数が高くなると次軍によくなるが，しゃ音が急激に低下する
周波数領域があり，材料使躇上の問題点となっている．その伽▲つば，壁が共振することに
よって生じる周披数領域であり，板や膜の振動問題として，すでに多くの研究がある（S．

P・Timoshenko，S・Woinowsky・鼠rieger，1959・A．W．Leissa，i969）．他の鵬つ
ば，コインシデンス効果といわれる周汲数磯城であり，前述した団地数儀域よりも高い周
級数領域にある．本研究で対象とする周級数領域である．
金爛板やガラス坂のコインシデンス効果は，ある周級数領域において，急激な透過損失
の減少として，明確に認められる（久我，1969）．凍資材料は，透過抱朱が減少する周披
数領域はあるが，忠敬な減少が明掛こは認められない．そのために，透過損粂によって，
コインシデンス効果の周級数脚或を判断することは難しい．しかし，水磐材料を使用して
作られた螢の透過損失を適正な偶に設計するためには，通過税失が減少する周披数億域と
透過損失が減少する要因を把捉しておくことがぜひとも必要である．
本研究では，合板を試験片として使い，透過奴失が減少する周披数およびその要園を把
擬することを試みた．また，この周波数領域の透過損失を磐鼠法則の槌によって基準化
し，合板の透過損失壕比戯儀蘭した．
本研究を遂行するにあたって，終始御指劉、ただいた九州大学戯学部松本攫教授（現名
誉教授）に衷心から感謝の窓を表します．論文のとりまとめに際しては，九州大学工学部
坂田巌甫教授に御校閲と有益な御助嘗をいただき，感謝の意を寂します．また，実験の衆
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施にあたり，程々御協力いただいた木材理学教義の方々に感謝します．

2． しゃ音に関する従来の研究
しゃ晋の研究は，1927年にW．C，Sabineが吸音率としゃ音庶に関する研究を行なっ
たことに始まる．Sabine の研究では，十分な始発は得られていないが，吸音率やしゃ音
度という概念が確立されたといえる．しかし，当時の吸音率やしゃ晋皮は測定者によって
ばらつきが大きく，そのためにばらつきを少なくするための研究が行われた．すなわち，
酎‡j定義に‡1に望ましい拡散音域を実現するための研究であり，1925年の E．凱cllillgham

（L．L．Beranel（，1949）から1939年のR．H．BoltやD．Y．Maa に至るまで続け
られ，残額基に拡散音場を実現するための条件について実験的な結論が鵬応得られた．し
ゃ音理論の面では，P．E．Sabine（1932）が音響材料のインピーダンスを考え，壁の蕊
鼠成分だけで音轡リアクタンスを表わし，繋蕊法則を提案した．しかし，当時は透過扱失
格やしゃ音波の定義が確立されていないばかりか，測定方法庵∵愛していなかった． A．
London（1949）は透過損失低の考え方を提案し，いわゆる Lo王1doriの式によって求め
ることを示した．現在でも，透過ぬ欠値は LoIldorlの考え方に従っている．
その後は透過ぬ先の周波数特性が主な研究対象とされた．L．Creanlerは，1942年に
コインシデンス効果は壁材料のステイフネスによって起こされる現象であると，はじめて
コインシデンス効果の説明をした．しかし，透過損失の理絵値と実親鵬とではかなりの差
があり，この差を解明するための研究が統けられた．A．Londoll（1錮1）は，晋啓イン
ピーダンスの音軍拡抗と内部摩擦とによってこの差を説明した．しかし，Lolldonの使っ
た音響抵抗は実測イ麗に合致するように決められた砥であり，物理的軋根拠をもたなかっ
た．

一方，鼠G．Watters（ま959）は拡散晋場から音波が材料に入射するときの限界入射角
を考え，限界入射角を78既に設定したときに理絵値との血致性がよいとした．しかし，
この胎諭も物理的な根拠がなく，現在でも種々研究されている．A．De事ruijin（1970）
のように受音義の音波の拡散性がよい場合には理論償との血致性がよいことを示し，研究
の確聞も材料以外の党営養の検討にまで広がっている，

理論の面では，佐藤（1973）は音波の放射率によって拡散番場の透過敵失を検討し，試
験片の大ききが透過損失に影暦することを示した．
以上述べた理論的および実験的研究に試験片として使われた材料は，宙くは繊維性の吸
音板や未毛セメント板などであり，政近では，均質性の高い金属板やガラス板などであ
る．木材や木質材料を試験用材料として使用した報告はみあたらない．

3．透過線条の測定
透過損失は音源豪と党営姦の2義の中間に試験片をおき，両室の宵月三差から計算され
る．音源義には残響盛が使われるが，受督義には或詳蓋の場合と無啓義の場合との2形式
がある．本研究では，受晋塞が鰭啓蓋である特別に設計した小型の測定装置を使用した．
受音義が細響遍であるのは，本装筐が小型の装置であるために試験片の取付状態やマイク
ロフォンの設置などによる受音塞の音圧への影郷を少なくするためである．
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透過損失は，音披が材料に入射するときの入射状態によって変ることが実験的に認めら
れており，音故の入射状態を常に同じ状態にすることが必要である．この条件を満たすた
めに晋滋養は拡散晋瘍であることが必栗な条件となる．
拡散晋場を実現する基本的な条件は明らかにされている．条件としては，G．W．（∴
鑑札ye（1936）は実験的な独尉から平行壁面のない室がよいとし，恵方体の残轡蓋の改良
を提桑した．また子安（1957）は模型姦の測建に基づいて平行壁面のない非対称の蓋がよ
いとした．音源の条件としては，蓋内の音圧分布を均等化するために盛者またはバンドノ
イズがよいとした．

本研究に使用した小型の測定装置は，従来の研究始発に基づいて設計したが，小型であ
るため装綴の測健康胡掘十分に検討した．
3・ト 音波透過測定装置

音波透過測定装檻は残響麗をもつ残額箱と無智竃をもつ無智箱とを組み合せて構成され
ている．装際の概略をFig．1に示した．

残響箱，細野箱とも仙辺 915mmの
立方体であり，箱の外壁は外部の雑音を
しゃ断するために，合板，ホモゲンホル
ツ，鉛板，プラスターボード曙多鷹構造

であり，厚さは79mmである．残寒義
はホモゲンホルツ，鉛板，プラスターボ

ード隕多隊壁によって平行蘭のない非対
称な豪に作られている．党首童は膵さ
75mm のガラスウールを内張し，ベル

ベット仕上げされており，内法の−山辺が
615mmの麗方体である．

試験片の取付部は∵辺3胱mm の正
方形であるが，拭験片を圃産するための
枠の部分を除いた晋披入射面は…辺280
mm（狂乱方形である．紙験片は厚さ 5

SIdt！ elevatlon

1Ⅵl−1の鉄製枠によって試験片敬付部に

l＿l＿＿＿＿L．▲＿J

￠

き○ぐM

Mcasurillg叫）P；lrこIlus rol■sOullし11ransl11ission
沌rotlgllSPeCimen．
Fig．i音波選言馴l略装隊

ボルトとナットで聞達される．

Fig．2 に測定系のブロックダイヤグ
ラムを示した．
音源ほ1／3カ・クタープバンドパスブイ

ルターを通した良雄晋を蘭潤した．
3・2・測定周波数範囲

音源義である残響盛に拡散音域を実現するために種々の制限があり，測定周級数が制限
される．ここでは音源にバンドノイズを使うことを前授にして，拡散音場が実現できる周
波数範踊を脱走した．
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Fig．2 測定装澄のブロ ックダイ ヤグラム

拡散音域を判定する基準の山つとして，義内音韻の固有振動の数がある．ある周披数範

囲内にある固有振動の数は次式であたえられる（R．H．避01t，1939・D・Y・Maa，
1939）．

e監′3十∫2」一

∫

（l）

ここで r：姦の容積
C：空気中の音速皮
ぶ：義の内裏面積
エ：童の辺の全長
∫：音披の上l唄周波数

上式は周波数0からある周波数／までに含まれる固有振動の総数が求められるが，透過損
失を測定する場合の拡散音域では，ある限られた周波数範闘に含まれる固有振動の数でよ
い．したがって，」二式は次のようになる．
ー

断粟野一卜叢ノ＋意）〝

（2）

音源にり3カ・クタープバンドのバンドノイズを使うという条件を考えると，材は次式で
袈わされる．

11 〃遠（2竃了−2￣6′）認0．23′

（3）

（3）式を（2）式に代入すると
de魂23′（雪ぎ−ノー2−卜妥丹去）

（4）

14ヱ

（4）式によって固有振動の数が求められることになる．P．Ⅴ．お㌻亀el（1951，a）はeが
30であればよいとして，義の容概と拡散斎場になる赦も低い周波数との関係を次式で示
した（P．Ⅴ．菜摘el，1951）．
7ヱ‡0

／∴・J′−

（5）

本装置の残響蓋に（5）式を適用すると残響室の容敏は0．303王n3であるから，下限周
波数は次のようになる．

740 ∴・、り、川．・・11りl・㌣‖・′
音源のバンドノイズの周波数がこの条件に山致するのは中心周披数1250Hz（1113…1403
封反）のバンドである．

したがって，本装擬の残魔義は1250Hz のバンドより高い周波数のバンドで拡散脊傾
が得られ，透過ぬ欠の測蒐ができることになる．
3・3・外部騒音のしゃ督性能

残鮮麗および無鮮麗のしゃ音性能は外部騒音が各室内にどの程度伝わるかを示す値で表
わされるが，測定機に対して外部騒音がどの程度の膨啓をあたえるかという観点から次の
ような方法によって判産した∴通常実験を行う状態にある装匿において，内部にある残響
蓋および無郷姦の晴雄晋竃測億し，測定時の音圧に射し補正の必要があるかどうかという
ことによる判定方法である．

補正値は，測定した常圧が外部から伝わる騒音のために裁縫より何デシベル高い櫨にな
っているかを判定し，その砥を補正するという考えかたを採用した．数檻類の音圧の音波
が複合されたときに生じる常圧は次式で表わされる．

か慧10io凱0（履箆1−log璃＋‥斗王og璃）
ここでβ；凌合して生じる晋圧

dいd2，…琉；複合する各音波の音圧
湘定時に装置内郡に放射される督披の常圧をdlとし，将騒音として装置外部から伝わる
晋放の脊圧をd2 とする．このときの音圧差（dl一流）に対して測定機濱（6）式に基づ
いて計算し，プロットしたのがFig．3である．
補正櫨は（dl血〟2）が6dBのとき1d蓋であり，（〟1血〟2）が10d蓋 のとき 0・4d】箋
となり，補正の必要がない程度の億となる．
装置の喀騒音は，残鮮麗と無智塞の間にある試験片取付郎に厚さ12mlⅥの5プライ合
板を取付けた状態にし，各室の中央においたマイクロフォンで音圧を測定した．暗騒音は
8回の測定鑓を平均し，Fig．4 に残響義と無拶義のそれぞれの依を示した．
残額姦の喀騒薯は汲大6d迅であるから，蓋内の常圧が16dお 以上の場合は泰鍔正の必
要はない．細培養では，職級音が1dお以下であるので，11d】き以上の測蔑音圧の場合に
は補正の必要はない．
通過税失の測定は音源圧が60−〉80d王きの勾竜田にあり，受音義圧も10d‡主 以上になるよ

（6）
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10d

Frequency （H王I
Background noiscin111CaSLlring cha【11bers・

Fig．4

測 定 姦 の 暗 騒 督

うに周波数範闘を改定し，外部騒音による測定機の補正は行わなかった．

14ヰ

3・4．残響室の残饗時間および吸音
残轡蓋の拡散音域の状態は同上一条件下で繰返し残樽時間を測定し，その分散を求めて検

討される（C．G．避alaclla王Idran，1959）．
残寒時間の測定は残妙義と無智麗との問にある試験片取付部を厚さ12mmの合板で閉
鎖して行った．音源の周波数範耕は1250−20000Hz とし，1／3オクターブバンドパスフ
ィルターを通しかヾンドノイズであり，測定飴果は各バンドの中心周鱒数について教示し
た．各周披数について10回の測定を行い，平均残額時間，分散などの始発を袈1に示し
た．測定した各周波数隈残啓時間の変数係数はばぼ0・03以下であり，ばらつきの少ない
安産した残額時機が得られており，拡散の状態はよいものと判断された：
袈l 残 雪詳 義 の 裁 頓 雌l絹
Tablei ReYerberation ti‡Ⅵe Or the reverberation cilamber

分

散

Variance
O．00040
0．00010
0．00036
0．00008
0．00040
0．00025
0．000i9
0．00048
0．00048
0．00022
0．00022
0．00048

次に残額義の吸音であるが，吸音率は実験的に求められたSat〉ineの式または現縮約に
求められたKnudsenの式によって計算される．義の彗Z均吸音率言が0．10以下
にSal）ineの式が用いられる．
次に示すようにSabineの式は残恕時間から平均吸音率が求められる．
−
0．161I′
（Y ご二 ．，，．，＿
rぶ

ここで 首：義の平均吸音率
㌢：箋の容撥

r：嘉の残寒時閥
ぶ：麗の内表面椴

残智略聞から（7）式によって求めた吸音率は 0．025血0，027 の昭鮎】にあり，食用披数に
わたってほぼ同じ吸音率を示し，かつ十分に低い吸音率であった．
以上の2点の検討から，高い吸音率を示す構遵上の問題点や不十分な拡散状態を示す周
波数はないといえる．

（7）
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3・5・残響室内の音圧分布

残響室内に音波を発生させ，定常状態になったときの表内の官民分布は残額豪の拡散性
を示す一つの指櫻である．
前節と同じく残響姦と無智違の問を合板
で閉鎖し，Fig．5 に示した室内各点の定常
状態の晋圧を測定した．蓋内の平均晋既に
対する各点のばらつきを衷2に示した．マ
イクロフォン位匿

2 は平均音圧から 3

d】∋ の音圧差を示したが，音源スピーカー
の窓前に位配したために特に高い偲を示し
たものと思われる．そ砂地の測定点ほはぼ
1−5 Posうtうo110flnうcr叩hone
SP Speaker
P 円y wood

同じ音圧を示しており，残砂塵内の晋圧は
均一であるといえる．
3・6・通過音圧の測定

Sett主ng position ormeasurlllg micropbone
in thc revcrbcration cha）nber for sound
distriblltio11．
Fig．5 残樽執勾の常圧測隠枚数

試験片を透過した育成は入射音圧と同様
に蕊妥な槌である．本装鑑の受音義は無智
壷であるから透過音圧は試験片寂面から音

演2

戎啓義内の音圧のぼらつき

Table2 Sound pressure of the revcL■beratioJICllanlbcr

圧測定点までの距離によって変化し，適正な透過常圧が測定されない場合がある．通過音
圧の測定位澄は次の2項目の放射項削こ従って決定した．
1・試験片の盤面からの距離と晋圧の関係
2・拭験片面内の常圧変数

拭験片からの距離と透過官民との関係は次の方法で検討した．威状の試験片から放射さ
れる透過音波は試験片の振動状態に影響され，奴の前面では複雑な音圧分布を示すと考え
られる．このために距離と常圧の！翔係が不明確となるので，拡散音域である残額盛の音波
を試験片取付部から受音義に放射し，この音波を対象に常圧と距離の関係を鹸討した．
Fig．6 に示すように試験片の取付位置を基準にした距離Jについて，試験片取付部の
中央放鑑の音圧を測定した．無啓姦の晋圧は残響嘉の常圧を基準にした相対比であらわ
し，表3に示した．

音圧は試験片袈衝からiOmmまでは急速に減少し，10mm以上ではほぼ一定の音圧
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1；D†stance between m盲crophone and openlng edge
Of chamber

Selting position of measuring microphone for trnnsmitted sound
I）rCSSul■e hlthc anccllOic chanlbcrl
Fig．6

細野義内の音圧測定位置

嚢3 細管義の試験片表面位置からの距離書こよる音圧の変化
Tab）c3 Sound prcssure atvarious disLallCC rrOll−SpCCil−1Cn Surfacc

周放数

Frequency
（Hz）

試験片表面位澄からの距離（mm）
Distancerrom5peCimensur∫ace

Oi5 い0！ヱOi40】50 い00
0

︵‖U

︷uノ

本測定装置接遇過損庚の研究に使用するので，測定した通過税失が質鼠法劇の予測値に

3

の音圧を示した．

9

ハV

0ノ

せた場合も音圧の変数は2dR以内であり，上述した飴栄を確認した．Fig・8 に各方向

0

0ノ

試験片の中央に設置したマイクロフカ・ンの方向を永平方向で左右にそれぞれ30皮振ら

■・1

0

音圧変動は認められなかった．

9

0ノ

装澄の試験片取付郎に厚さ3．2mm の合板を取り付仇 試験片の振動による督圧の変
動を検討した．マイクロフォンは試験片表面から10mmの位置に設定し，試験片詔内の
5点の位蘭で晋圧を測定した．音圧測定位澄および平均晋圧ほFig・7に示した．
各測定点の放火晋圧と教小者圧との差は2dB以内であり，試験片の振動による駁著な

0

0

0

の距離が適当であろうと判断された．

0

3

を測定する位緻は透過常圧がばば安産する距離，すなわち，拭験片表面から10mm以内

一・l

0

0ノ

O

0

0﹁ノ

3

O

0ノ

i

0ノ

0

ハV

0

O

0ノ

∧‖V

O

を示した．音源が拡散晋窃であることを考えると，急速な音圧の低下は試験片取付部のエ
ッジによる音波の回折のために生じる現象であろうと考えられる．したがって，透過晋圧

Oノ

0

0

0ノ

0

0

▲フー

0

2

n7

∧U

nノ

1

∧U

n7

O

lU′

5−

O

O

nノ

7

∧U

0 ・・l つJ Oノ
nフ n7 ハブ 8

8

∧U

n7

5

0ノ

3

∧U

︵U

0
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16000

′hU 8 Qノ ウ0
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0
超一

む L n S S む L d PuコOS

0
3

F㌢e【‡e11Cy H；z
Transmittedsound pressure distributionin specimen surrace．

Fig．7 試験片表面の音成分布

104
Freqency

Hz

Transmittedsound pressur￠meaSllred with 沌ree direction or
nlicropllOne tO SPeCimerlSurraCe at Same POSiti（〕n．

Fig．8 マイクロフォンの方向と骨ば変動
近似していることも必要であるという観点から音圧測定位置を検討した．

督扱がランダム入射する場合の繋鼠法則ほ次式で表わされる（日本音容材料協会，

㌢乙ニ20lo凱。α−10logl描Og。（1＋α2）】
ここで，

作−−αけ習
2叫

rエ：透過損失

由：角周汲数

沼：壁体の単位
p：空気の密度
C：空気中の音速塵
紙験片褒詞から晋圧測定マイクロフォンまでの距離が0，5，10，
ついて，透過姐失槌と繋漁法別の億をFig．9 に示した．試験片は

である．質厳法則に近似する測蔑点は5mmと10mmの測定点である．Omm の測盤
点の透過損失は他の測定点の透過扱発と非常に異なり，試験片の振動の影轡を受けている
と思われる．また，50mm の測定点の透過損失は質塩法則櫨よりも大きく，受音義内で
音波が吸収された影啓を受けていると思われる．

SSO■
uO⁝SS冊F︼Su帽Lト

野F◎喝揖⑳閃￠y 摘記
TrallSmissionloss or the pl）I−＼VOOd b）・thc so11nd prcssLlre mea−
sured at O．5，10，20Jnm rrOm the ply−WOOd・
Fig．9 輿なった督圧測定点で求めた透過損失

（8）
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このような繋数枚則との近似性，受音義内の音披の減褒状態などから試験片と常圧測定
用のマイクロフォンの距離はIOmmが妥当であるうと法論できる．
3・7・音波透過測定装置の測定条件

東研究で磯潤する音波透過測定装置は，前述した換討の始発に基づいて，次のような使
用条件によって尖験に供した．
1・音源ほ1／3オクターブバンドのバンドノイズ巻使用する吻合には，測定周披数鞄組
にある下限周波数は中心周波数1250Hzのバンドである．上限周披数は透過音圧が10dB
以上あるバンドとなる．したがって，測定する試験片によって上限バンドは変ることにな
る．

2・下限周波数から罰，000丑乙 濠での周披数領域では，残轡時間，姦内の吸音率は共
に残啓麗の条件として十分であった．
3・通過音圧むi憶用のマイクロフォ ンほ試験片の中央部におき，試験片の表面から
10mmの位置におくのがよい．
透過損失は入射および透過音圧から計算されるが，計算はLondonの式によった（A．
LoIldoll，1銅1）．

4． しゃ音の基礎理論
壁のしゃ晋孤憶は，入射晋汲が拡散音域という理想的な音域から壁に入射するという仮
建の下に行われている．しゃ管の基礎理論も同様に拡散音域を仮定して考えた理絵であ
る．

音波の透過を二次元モデルで考えたときにFig．10 のように衆詠され，次の2つの仮
定条件が成立つものとする．
1．粒子速度の∬成分は遜統している．

2．壁とその両側の晋ぽの養によって壁
の遜勒がきめられる．

いま，壁面上の微少な部分（考y紬の
交点部分）を考えたとき，入射披，反射
披，透過披の晋圧は次のように表わされ
る．

仇＝二J）．ピノ山卜J…cos＝州（り
J・．JJ、l・■ご‥、、 −：−−：●

／、J）しごい−・・ミ：：、

ここでpf，pγ，タ∫；入射披，反射波，透過放
それぞれの晋圧
常，ろ，彗；入射改，反射波，透過放
それぞれの音圧振幅
以：角周波数
Jこ：減数

Specinlen
Co−Ordj頂ate5yStem for tl】e 50ul】d wave

On aSpeCimen．

Fig．10 入射音披の座礫嚢示
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∂：音波の入射角

である，粒子遠慮のガ成分は次式で表わされる．
g 軸

ニ・∴・1・
（10）

ここでβ：空気の密度
（9），（工0）式と前述した（1）の条件から
′l・‥′・・∫；ミ：ニ

（11）

ここで，e：空気ゆの音速度
ワ￠：∬軸方向の壁の速度振幅
また（2）の条件から

・．・−．・／∴‥／−．ごこ

（12）

ここでg：壁の機械インピーダンス
（11），（12）式から殿「を消去すると晋圧透過率は次式のようになる．

二 ご￣、

（13）

タJ

したがってエネルギーの透過率は
1

： 卜・
で褒わされ，透過損失は次式のようになる．
［ 雛10】og川左ご10loglOトトち琵史書2

（I4）

巨

拡散音域の場合には，首級が入射するすべての角度について（13）式を精分することに
よってエネルギー透過率が得られる．このエネルギー透過率を求めると
〟

八〃U

β

SWα

m岬ド

．

S

β−

l−

（15）

﹁ノ

COS〟siIl〃（／〟

一‥
C

伽⁝

つん

丁

リ︼

Jき∧泄長里誓群璽

Jき

となり，透過扱失は次式で表わされる．

rェ芯10log10㌶右脚10lo臥0（可＝一〟品㌻］）

（15），（16）式において，機械インピーダンスを，蔑も簡長削こ繋蕊リアクタンスだけであ
ると仮定して透過観衆を計算するのが翳鼠法則である．

この法則は周披数と透過損失は麗線関係になるが，高い周汲数億域では実際の透過損失
より大きな倦をあたえる領域があり，適用牲をかく．この機械の透過損失は壁の玉螢とス
テイフネスとを考慮した機械インピーダンスによって説明することができる．

壁の質蔑とステイフネスとを考慮した機械インピ岬ダンスは次式のように表わされる．

（16）
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ニト珊ノti‥1
／Jい

β揖3sin4β

ここで ∽：壁の単位面積当りの質幾
月：壁の曲げ剛性
ワ：壁の絨襲定数

この機械インピーダンスにはリアクタンスが0となる周波数があり，このときに敵城イン
ピーダンスは極小イ酎こなる．したがって（13）式は極小槌となり，エネルギー透過率は最
大になる．このような透過損失が急故に小さくなる現象はコインシデンス効果と呼ばれ
る．

コインシデン∵ス効果を示す周波数は戦域インピーダンスのリアクタンスが0となる周汲
数であり，次式で表わされる．
β伽：lsirl一Ⅷ

ニニ0

1.

再・′蕊訂

（18）

コインシデンス効果が現われる周波数は音波の入射角βによって多数あることになるが，
この周披数のうち最も低い周級数を限界コインシデンス周披数と呼び，βニ900のときに

斡

也Q奪SのOJ

知
20
0

ヱ0箭S−苫SZく∝トリO冨山凸6冨苫OQZく∝

相

0●古8ゴ78●

吼I

l．0

ぞ

TlleOreticaltransmissionloss cしIrVeS．（Watters，Ⅰ959）
β：1ncident angle or plane wave・
甲：Damp王ng f孔CtOrOr thespecime11・
e：Ratio of frequency to thecriticalcoincidence rrequency・
Fig．11 透過損失の習協瀾（Watters，王959）

王52

認められる．

以上のように，壁の透過損失は繋藍法則で説明される周披数領域と壁のステイフネスを
も考慮した機械インピーダンスで説明される周波数儀域がある．臥G．Watters（エ959）
は透過損失の理論値を計算して，両周波数領域の関係をFig．11のように示した．横軸
は限界コインシデンス周披数ムで基準化した催で示めされている．質澄法則の計算値
は，限界コインシデンス周波数から約1オクダムプ低い周波数から，ステイフネスを考慮
した機械インピーダンスの計算との血致性が悉くなると考えられる．

5．合板の透過扱矢
木質系の板状材料には合板，ファイバーボードなど種々あるが，これら木質材料の透過
損失は前肇に述べた理論式から考えてもガラス板や金属板の透過損失とは様相を相当輿に
していることが推測できる．

春寒では，木質系の板状材料である合板について，透過扱失の周波数特性に基づいて基
礎理絵の適応性とコインシデンス効果の輿方性を放射する．
5・ト 合板の透過扱失と周波数

合板の透過損失の周波数特性と基礎理翰の項で述べた法則の適応性について述べること
にする．周級数を1／3オクターブバンドの中心周汲数で示した厚さ5．5mm の磁交合板
の周波数特性をFig．12 に示した．
壁の透過損失に適用される法則は蟹箆法則とコインシデンス効果である．
質盈法則は壁の質蕊と周波数とで透過扱欠を表わし，拡散音域から音波が入射する場合
には次式（16′）で表わされる．
︵のp︶

棚

r上こ＝1010豊川〝

…10ioglO（！n（トトが））
（16′）

卸

SSOJ

ここで
α〉〝Z

！うass18

コインシデンス効果は透過損

0
2

N01SS≡Sヱく∝ト

∵小．

失が低下する現象であるが，コ

fC←

L
l

インシデンス周級数領域の透過

5

FREOUEト！CY くkHz）

損失を理論に基づいて計算する
にほ多くの問題点が残されてい
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Tra11Snlissionloss Or a Ply−WOOd．（Thickness：
5．5mm）
Fig．i2 合板

（厚さ 5．5mm）の透過損失

○：測定値
／ ：限界コイ

ンシデンス周波数

20

るので，ここでは限界コインシ

デンス周波数によってコインシ
デンス効果を娩尉した．限界コ
インシデンス周披数は（18）式

からも明らかなように次式で袈
わされる．
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叩．

朋l‥（憲）こミ

ここで仇：限界コインシデソス角周汲数

厚さ 5．5mm の合板試験骨の物理的性質は嚢4に示した．こ
（16′）式，（19）式を計節し，透過損失の偲とともに Fig．12 に示した．図において，
（16′）式の始発ほMasslaw として実麗線で示し，（19）式の結果はムとして矢印で
示した．

嚢4

合 板 の 物 理 的 性 質

Table4 l）hysicalpropertics or ply−WOO（l

螢像法別の適用周波数簡閲では，透過損失の野鼠法則値は実測磯よりも小さく，或た限
界コインシデンス周汲数は，バンドパスフィルターを通した分析であることを考慮して
も，約500壬iz低い舷になっている．この結果では，理絵億と実測條のあまりよい叫致
は認められなかった．

繋鼠法則も限界コインシデンス周波数も法則を適j羽するには，いくつかの前提となる条
件があり，法則の適応性を論じるには，これらの前提条件を絆細に検討しなければならな
い．以下に前提条件の検討を述べる．
貿教法別の条件では，試験片に入射する音汲は拡散音域であること，首級は松阪大の大
きさの拭験片に入射すること，試験片の厚さは披長にくらべて十分に得いことなどの条件
がある．

拡散音域から音汲が試験片に入射することは覇牽で検討した．その始発，実験に使用し
た装置では，中心周披数1250Hz のバンド以上の周政教領域では拡散音域であることが
認めら尋五た．また，試験片の輝きは透通蛍火を測億した周披数範囲では波長にくらべ十分
に輝いといえ，前提条件に合致すると考えられる．
試験片の大きさは無限大であることが前提であるが，常に粟現できない条件でもある．
そこで空気中を伝わる晋汲の汲長と試験斉の大きさの関係に基づき，理論値と実測権の十
致陵がよいことを条件をこ適宜判断されている現状にある．
本実験の試験片の大きさは300×300mmであるが，この大きさを枚対するために，空
気中を伝わる音波の半波長との比を袈5に示した．
質魔法則は棒の曲げ振動を基捌こして導かれた法則であるので，共振振動による棒の振
幅があまり顕著にあらわれないと考えられる3次共振以上の振動周波数を適用できる周波
数と考えるならば凍試験片では1600Hz以上となる．また，空気中を伝わる晋披の準放
鳥が山辺の長さの3倍になる周汲数は1836日z であり，この周波数以上では，試験片の
大きさと披長の関係は廠明な条件にならないだろうと思われる．
そこで繋畿法則が適用できる周波数簡閲は，残額義の拡散音域の条件からは1250‡まz
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表5

背紋盛と試験片の大き さ

Tablc5 Ratio or sidcIcngtl10r SPCCinlen10llalr−＼VaVCIcngLh or soundillair・
周 波 数
Frequency

空気中の汲長
WavelengtIl

（Hz）

0ノ

7 11 7 5 3 くJ
†l
ユ
2 3 4 5

︵XV
O
リ

2500
3150

Side ien
Halト≠√a＼・ele11gtll
3

1（iOO
ヱ000

0

っJ 5 5 ・・1
4
7 ■1 77 ∩
3ソ 0
3 2 ヘム l l l

1000
】250

（l11111）

試験片の寸選
法／半改

のバンド以上の周披数磯城となるが，試験片の大きさの条件からはほぼ1830Hz以上の
周波数磯城となる．この周汲数は1／3オクターブバンドでは 2000Hz のバンドに相当
し，このバンドより高い周級数が適用周政教範囲となる．
上述した貿畿怯別の適用周波数聯囲に対し，コインシデンス効果に影恕される周披数範
囲を除外する必要がある．Fig．12に示した透過損失から判断される限界コインシデンス
周波数は 5000Hz バンドであるから，明らかにコインシデンス効果の膠轡を受ける周披
数は 3ま50Hzのバンドになる．したがって，質既法則が適用できる周波数箪瀾は2000岬
2500Hz の範囲となる．この周汲数簡閲では，理翰億は実測倍よりも低い億となっている．
種々の材料の透過損失が質駿法則の倍よりも大きいことは多くの研究者が指摘し，よい
鵬致を得るために授策をしている．P．0．迅erger は多く実験結果から次のような新しい
実験式を揆楽した（P．Ⅴ．B摘el′1951も）．

7ユニ18log川∽＋i2loglO／−25
ここで′：音源の周波数

しかし，（20）式は実験式であり，物理的な意味はもたなかった．また，壁の機械イン
ピーダンスに含まれる実数部を透過扱先の計算式にとり入れることも試みられた（A．
Loridon，1949）．しかし，機械インピ…ダンスに含まれる襲数部は測定した透過扱失撒に
一致するように決められた低であり，物理的根拠を持たなかった．音波の入射条件につい
ては，晋披が拡散音域から壁に入射されるが，入射角90皮付近の晋改は壁に入射する確
率が低いと考え，音波の入射角を狭くとることも考えられた（鼠G．Watters，1952）．
その結果，入射角を0岬78皮にした場合に，理論値と測定機との一致性がよいという給給
を得たが，この立場も実験的な絵討によったものであり，物理的な根拠がある始発ではな
い．

壁の透過側の空気負荷インピーダンスと壁の機械インピーダンスを考えて，有限壁の音
波透過を解析すると，透過エネルギーは壁の放散係数 ス（ぷα，ぷム）によって決意る（佐藤，
1973）．この放散係数は壁の大きさ，音波の入射角皮の関数であり，正方形壁の放散係数
と晋披入射角およぴぷα（方：披数，2α：壁の辺長）の関係をFjg．13 に示した（佐藤，
1973）．

本来故に使用した試験片ではαがま5cmであり，ぷαは 2000王Jz のときに5・3にす
ぎず，無限大の大きさの試験片とはかなり異なった放散係数をもつことになる．本試験片

（20）
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∴・︑∵1十⁚h⁚∵J∴−．い⁚∴い∵
王neまdenヒ atlglな O

Rclalion bct≠・eCnl・adiation factot−Or SquarC SPeCinlCn and tllC
angle or soundincidence．（Sato，1卵3）

Fig．j3 音波の入射角と放射係数（佐藤，1タフ3）
の放散係数が醸限大の試験片の場合と同じになる入射角は，背紋の周汲数が 2000蝕乙の
場合には0−45度，5000Hzの場合には0−62魔の聴聞である．放散係数ほ上述した範囲
外の入射角でほ醸限大の試験片より小さくなり，したがって，試験片の放散係数ほ各周級
数とも小さくなり，透通エネルギーは少なくなる．本実験の透過扱失砥が質蕊法則値より
も大喪いことは，たとえ就験片の振動状態が同じであっても，試験片の放散係数が小さい
ために起こっているものと考えられる．
コインシデンス効果の影轡ほ，袈4に示した合板試験片のデータに基づいて，限界コイ

ンシデンス周波数の理論式（19）式を計算すると 4057Hzとなり，2500Hzバンド以上
の鳩闘でほ明らかに認められることになる．理翰砥が低い億になる傾向があることを考慮
し，実測撒から推定しても 3150Hz バンド以上の聴聞では透過扱先が低下することにな
る．したがって，本来験では，野鼠法則の適用周波数範囲は 2000，2500Hz バンドに限
られる．

このように，栗鼠法則の適用周波数範囲が狭いことと試験片の大きさのために透過蝦失
が大きくなることなどから，本実験の結果に遊づいて質魔法則の適応を検討することは推
しいと判断される．
コインシデンス効米の条件では，限界コインシデンス周汲数はすでに述べたように
（19）式で求められ，この式は次のように歯車換えられる．

上式において，右辺は固体の捧を伝わる曲げ披の速度を表わす式でもある．すなわち，限
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界コインシデンス周波数は壁を伝わる曲げ汲の速度と空気中を伝わる晋披の速度が減数す
る周級数でもある．本式ほ壁の機械インピーダンスから導かれ，音波が空気中から壁に伝
えられる状態に関して轟かれた式である．したがって，壁から空気中への晋の再放射が考
えられていないことや，Fi臥12 に示したように，限界コインシデンス周波数の計算値と
実測周波数が劇致しないことのために，コインシデンス効環の考え方の再検討も行われ
ている．その山つぼ音源義音級の拡散性を渾検討した研究であり，音源養育披の拡散性は
コインシデンス周放数の透過損失に彫詳しないと緒輸した（A．Deおruijれ∴摘70）．こ
の姑翰はコインシデンス効果の定為に矛盾しない．他の一つは受音義の振動童心ドを検討

した研究である（M．C．Bhattacharaya，M．才．Crocker，1969）．この研究は，コイ
ンシダンス効果は援の典操周汲数と受音義の振動モ…ドの周波数が山致したときに生じる
とした．この胎給は，音波が透過した交替義の状態によって，コインシデンス効果が生じ
ることを示し，コインシデンス効果の定義と矛盾する始宛である．しかし，督軍実験で
は，受晋嚢の音域は発音義に裁啓盛を使用した場合にほほぼ拡散晋場であり，特定の振動
モードが強く出現することはない．また，受音義に無竣基を使用した場合には振動モード
は全くない．したがって，前述した結果は楼準的な音域で透過扱失を測定する癌合には適
用できないものと判断される．
このように考えると，標準的な晋場においた紙験片の限界コインシデンス周波数を決め
るのに残されていることほ試験片から空褒も申への音汲放射の現象である．
音波の放射については，放射インピーダンスの理論的な解析研究がある（M．Heckel，
1959，東山，1977）．周辺支持された有限板モデルの振動について理論解析を行い，次の
胎給を得ている．叡の放射エネルギーが最大となる周級数は次式で求められる．

この式は機械インピーダンスから導かれた限界コインシデンス周汲数を求める（岬）式と
同じ式である．すなわち，空気中から壁への晋披の伝達効率が敢もよい周汲数では，健か
ら空気中への音波の伝達効率も叡もよく，放射エネルギーも農大になり，限界コインシデ
ンス周波数は，音波が壁に入射するときの現象を考慮すればよいことになる．

したがって，（iタ）式によって限界コインシデンス周級数は決められることになる．し
かし，Fig．12に示したように限界コインシデンス周波数の計算値と実測槌とが…致しな
いということば周波数を決定する基礎的な藷因子に不十分な点があると考えられるので，
以下これらの点を険討する．
5・2．限界コインシデンス周波数

限界コインシデンス周披数が壁に発生した曲げ汲の伝わる速度と入射音波の空気中の伝
わる速度が等しい周波数で発生するならば，壁を伝わる曲げ披の速度を高い糖度で把擬す
ることが周波数を綺皮よく決定するために蕊栗である．
一般に，曲げ披が棒を伝わる速度は次式で褒わされる．

・．∴．、
ここでどぶ；曲げ披が伝わる速度
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速度Cβは板の曲げ剛性と周波数によって決められるので，板の曲げ剛性の精確さが速
度決定には重要な因子となる．
以下において，合板を試験片にして曲げ波が伝わる速度から限界コインシデンス周波数
を求め検討した．
5．2．ト ヤング率とポアソン比から求めた合板の曲げ剛性
音響学の分野では，静的なヤング率を基準に曲げ扱が伝わる速度を求めるが，ヤング率
には周波数依存性があるので，動的現象の解析には動的ヤング率が適合性がよいと考え，
ここでは動的ヤング率を使うこととした．
動的ヤング率は両端自由の曲げ振動の共振周波数を測定し，次式によって求めた．
g＝

48叩J4〃呈

∽圭が

（21）

ここで β：試験片の密度
J：試験片の長さ
〝♪：試験片の共振周波数
∽♪：試験片の共振次数によって定まった定数
ゐ：試験片の厚さ

ポアソン比は静的引張試験によって求めた．
合板は単板を積層した板であるが，ヤング率は方向性をもっていることが認められてい
る．直交合板では，表板の繊維軸方向に平行な方向と直角方向のヤング率が45度方向の
ヤング率に比較して大きい性質を示す（高見，1969）．ヤング率は表板の繊維軸に対して
0度方向（平行方向），45度方向，90度方向（直角方向）の3方向について測定した．

試験片の長さは150，200，320mm の3種とし，各5本の試験片を測定した．ヤング
率の周波数依存性を考慮し，各試験片とも高次の共振周波数によるヤング率も求めた．

︵盲ざもlエS︒ち葛∈S曾⊃︒ト
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Frequency（kHz）
Relation between frequency and dynamic Young s modulus of
elasticity of the ply−WOOd（Thickness：5．5mm）
Fig．14 合板の曲げヤング率の周波数特性
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表6 合 板 の 引 張 試 験 結 果
Table6 Poison sratioof ply wood
蓑板の繊維軸に対する角度（虔）
Grain angleofsurfac苧ply
toload direction of tens10n teSt

ポ ア ソ ン 比

Poisson，s ratio

O（リ00・90つ
45（リ450・1350）
90（y900・00）

O．04
0．78
0．10

厚さ 5．5mmの直交合板の測定結果はFig．14に示し，静的引張試験によって求めた
ポアソン比は表6に示した．
板の曲げ剛性は棒の曲げ剛性を求める式から次のように表わされる．
且7

■

月が

．ト：．1二．ト・ゝ．

（22）

ここで g：試験片のヤング率
J：試験片の断面二次モーメント
リ：試験片のポアソン比
ゐ：試験片の厚さ

（22）式による曲げ剛性はヤング率と同じように方向性と周波数依存性がある．Fig・15
に厚さ 5．5mm の合板について各方向の曲げ剛性の周波数特性を示した．
5．2．2．曲げ剛性および曲げ波が棒を伝わる速度から求めた限界コインシデンス周波数

訂5︑ひご〇三
言pるてlDし⊃×心正

0．1

0．5

1．0

F「equency（kH乙）

Flexuralrigidity calculated from dynamic Young s modulus of
elsticity of the ply−WOOd（Thickness：5．5mm）
Fig．15 曲げ汲が搾を伝わる速度から求めた曲げ剛性

3．0
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曲げ剛性から限界コインシデンス周波数を求める関係式は（19）式である．この（19）
式にFig．14に示した曲げ剛性凌代入し，合板の3方向の周汲数を求め，敦7の「ヤン
グ率から計算した周汲数」偶に示した．

表？ 合板のコ イ ンシデンス周波数
Table7 Cri宅icalcoincidence frequency of the ply−WOOd

袈坂の粗雑軸に対する角度

GraiIlang）e or surracc
piy to the direction or
load or transverse waYe

PrOPagation．

ヤング率から計鈴した周披数

Frcqucncy caJculatcd

rrorn Young s modulus

Or elasticity

（度）

波長から計算した周級数
Frequency calculated
from wave length
Of−tran5eVerS￠WaVe

（Hz）

（tlz）

透過損失の実測値から判定される限界コインシデンス周波数は，Fig・i之に示したよう
に5000Ⅰまzのバンドにある．この周披数は1／3オクターブバンドのバンドの中心周級数
に議覧づいているので，限界コインシデンス周波数は 5000Hzのバンド（4467−5623Hz）
に含まれるある周波数であると考えられる．しかし，（19）式で求めた周披数は，合板
の方向性を考えるならば，0，90皮の2方向の周披数が4000Ⅰ蓬zのバンド（3548−4467
Hz）にあり，実測周波数は過大な槌をあたえた．

M．C．Bhattacharaya∴M．J．Crocker（i969）をはじめとする多くの研究では，限
界コインシデンス周波数の計算に静慨ヤング率を使い，限界コインシデンス周波数は実測
値と劇致せず，十分な糖度では決定できないとした．これほヤング率の周波数特性を全く
無視したことに不血致の扉つの原園が虜る．しかし，ヤング率の周波数特性を考慮しても
なお十分な精度は得られず，更に鹸討が必要である．
そこで，ヤング率やポアソン比から板の振動状態劇性愛するために生じる誤差を除くた
めに，棒状の試験片が共振状態にあるときの曲げ汲の放屁を測定して仮の曲げ披が伝わる
速度を求めることにした．

試験片は燈さ5．5mmの合板であるが，幅は20mm，長さはi50mmと200mmの
2将頬である．試験片はエッジで支持し，磁変型の振動子で励振した暮節線の位置は圧電
塾の振動ピックアップで娩出した．節線問の長さと助振周披数から曲げ披の伝わる速度を
求めた．

Fig．16に曲げ披が伝わる速度の周波数特性を示した．周波数特性は，定性的には，ヤ
ング率から求めた速度と変らないが，速度は約10％の差があり，同一倍をあたえなかっ
た．

この速度から求めた限界コインシデンス周級数は袈7の「披艮から計算した周汲数」欄
に示した．この場合も限界コインシデンス周波数は4000Hzのバンドに集中し，やはり
実測値より過少な億をあたえる．

ここで測達した曲げ汲が伝わる速度は棒状の試験片の槌であるが，曲げ披が棒を伝わる
速度は棒の帽と眞さの比に聾替される．棒の臓と長さの比が1：16以上の場合には同じ億
をあたえるが，この比が1：16以下の場合には，共振状態では同じ磁をあたえるが，その

1（；0

0
0
0

l

J誤＼∈

0
0

主UO−ぎ2ロ‡むSLぎSUロと

Frequency

‖z

Relation between frequency and transverse wave velocity traveling
a ply−WOOdbarin tree directions．
Fig．i6 曲げ波が樺を伝わる速度の周波数特性

他の状態の周波数では棒を伝わる速度と異なった板としての伝わる速度をあたえる
（J，N．Lar唱e，1963）．曲げ波が伝わる速度が異なってくる理由の1つに板（または棒）
の厚み方向のせん断の影響がある．この影響は板の厚みと曲げ彼の汲長の比が1：10以上

では認められない（A．B．Wood，F．D．Smith，1935）．本実験の試験片はこの比が
1：10以上であり，板の厚み方向のせん断の影響はないと考えられる．このことは曲げ扱
が伝わる速度が おernoulliの理論として知られているように周波数の1／2にほぼ比例す
ることからも認められる．しかし，透過損失を測定する試験片は正方形であり，幅と長さ
の比が1：1の場合であり，棒を伝わる速度が適用できない場合であると考えられる．
5・2．3・曲げ波が板を伝わる速度から求めた限界コインシデンス周波数
板を曲げ汲が伝わる速度は理論解析の面では十分に解決されていないので，棒を曲げ扱
が伝わる速度が近似値として使用されている．しかし，前節で述べたように，棒を伝わる
速度では限界コインシデンス周波数を十分に把握できなかったので，板を曲げ披が伝わる
速度によって換討した．

板を伝わる速度は厚さ 5．5mmの合板から切り出した幅30mm，長さ 400mm の試
験片で測定した．試験片の長さ方向は合板の表板の繊維軸方向に対して0皮方向，45度
方向，90度方向の3方向である．試験片の加振は磁歪型の振動子を使用し，節線の位置
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はマイクロフォンを長さ方向にそっ
て移動させ，音圧によって検出し
た．節線の相互の位置の長さと加振

周波数から曲げ汲の伝わる速度を計
算した．Fig．17 に測定装置のブロ
ックダイヤグラムを示した．

Fig．18 に板を曲げ波が伝わる
速度を示した．曲げ披が伝わる速

度と板を曲げ波が伝わる速度の関
係をFig．19 に示したが，棒を
伝わる速度が板を伝わる速度より大
きな億をあたえた．また，Fig．16

Block diagram of transverse wave velocity
measurlng apparatuS for plate type specimen．

と Fig．18 に示したように曲げ波

Fig．17 曲げ波の速度測定装置のブロックダイヤ
グラム

が伝わる速度と周波数の関係式で

合の指数よりも小さくなってい
る．このことは，板を曲げ披が伝

わる場合に棒を伝わる場合に比較
して，板のせん断の影響があるこ
とを示している．
前述したように，曲げ披が伝わ

る速度は板の場合と棒の場合では

音U〇一望賢Dき誤﹂聖SUD﹂ト

りも小さく，棒を伝わる速度の場

U誤＼∈

は，板を伝わる速度の関係式にお
いて関係式の指数が理論値1／2よ

0− cp＝lt．95y†0・い‖

500

90●cp＝6．】96★fO・l乃

ニラ
200
：t

0 0

●90●

ひム50

乙0

異なっていることが明らかになっ
たので，板を伝わる速度に基づい

〆プ

45●cp＝52ムOxfO・17i

5．O

Frequency（kHz）

て限界コインシデンス周波数を再

Relation between frcquency and transverse wave
Veloclty traVeling a plateof ply−WOOdin treediN

検討する．

rections．

Fig．18 に示した板を伝わる速

Fig・18 曲げ波が板を伝わる速度の周波数特性

度を（19）式に代入して限界コインシデンス周波数を求め，表8に示した．
合板の0度方向と90度方向の限界コインシデンス周波数は4000Hz のバンドにあり，
表8 板の曲げ波の速度から計算したコインシデンス周波数

Table8 Criticalcoincidence frequencycaluculatedfromthevelocity
Of transverse wavein a plate．
表板の繊維軸に対する角度（度）

Grain angle of surface ply
to thedirectionoftranseverse

WaVe PrOpagation

限界コインシデンス周波数（Hz）

Crltical colncldence frequency

45度方向は 6300Hzのバンドにある．
Fig．20 に示した同じ合板（厚さ 5．5
mm）の透過損失は図中に矢印で示した
︵．U︳芸こ

3150Hz バンドから 6300Hz のバン

ドまでの周波数範囲で透過損失が低くな
っており，この範囲が限界コインシデン

ス周波数のある領域であろうと考えられ
る．

6300Hz バンドの透過損央の減少は
45度方向の限界コインシデンス周波数
と一致しており，説明できるが，3150
Hzバンドの透過損失は0度方向，90度
方向の限界コインシデンス周波数4000
Hzバンドとは一致しないので，更に次
柑0

200

！00

Cb

のような検討を行った．
音波の放射インピーダンスは，コイン

（M／川∴）

Relation between transverse wave velocity
by dynamic Young

qOO

s modulus of elasticity

シデンス効果が認められる周波数領域で
は放射インピーダンスのレジスタンスは

Ce and transverse wave velocity traveling a
plate Cb．

実数となり，壁中を伝わる振動が空気中

Fig．19 ヤング率から求めた曲げ波が伝わる速

に伝えられる．したがって，入射する音

度Ceと曲げ波が板を伝わる速度 Cb
との関係

波による振動の振幅は壁の面内のどの位
置でも等しい値となる．限界コインシデ

ンス周波数より低い周波数領域では，放
射インピーダンスのレジスタンスほ0であり，壁の振動モードによる振動が空気中に伝え
られる．したがって，この周波数領域では，壁の振幅は壁面内における位置や同じ位置で
も入射する音波の周波数によって変化することになる．壁の振幅を検出することによって
コインシデンス効果の周波数領域かどうかの判断が可能になる．
合板の通過税失測定と同じ状態のもとで，合板の面内にある各点の振幅を測定した．
振幅は合板の各測定点に圧電型の振動ピックアップを接着し，1／3オクターブバンドパ
スフィルターを通して測定した．測定装置のブロックダイヤグラムをFig．21に示した．
合板の振幅測定点は合板面内の1／4の部分に配置された15点とし，配置図をFig．22
に示した．
Fig．22 に示した黒丸の測定点の周波数と振幅の関係を Fig．23 に示した．5000Hz
バンド以上の周波数領域では振幅ほはぼ一定となるが，4000Hz バンド以下の周波数は
周波数によって振幅が変わり，4000Hz バンドを境にして合板の振動状態が異なってい
ることが認められる．Fig．24に合板の各測定点の振幅を示した．図示した振幅は2000，
2500，5000Hz の各周波数は表板の繊維軸に直角の方向に配列している測定点の値であ
り，3150Hzは繊維軸方向に対して平行方向（0度方向），直角方向（90度方向），45度
方向に配列した各測定点の振幅を示した．
5000Hzのバンドでは振幅ほ各測定点ともはぼ同じ値であり，一定している，2000−
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3150Hz の各バンドでは振幅が
測産点によって大きく変り，周放

数によって振動姿態が変化してい
ると考えられる．また，3150Hz
幅が異なっており，複雑な振動姿
態があるといえる．アルミ板の振

動モードは判蔑が錐しいとされて
おり，本実験のように散在した測

産点の姑深から振動モードを適正
に推定することば一層困難であ

SS〇一UO芯S盲SUOLト

動モードの研究では，試験片の部

分部分のかく乱のために高次の振

︵血P︶

では測定点の配列方向によって振

る（M．D．OIson．C．R．Han−
Zel，1977）．Fig．23に示した3150
Hz の振幅からは袈板の維地軸に

2．0

平行方向，麗角方向にそれぞれ3
本の節線をもつ振動モードが推産
できる．また，計算としては輿方

位奴の典撮周披数を求める次のよ
うな式がある（四周固定の場合）

5．O

10．0 1aO

Frequency （kHz：）
Transmissionloss or a ply−＼VOOd（Tllickncss：5．5
】11111）

AJlo＼＼′SShowtwocoincidc11CCfrcque11CicsofaI））y−
wood．
Fig．20 合板（厚さ5．5mm）の透過損失

（R．S．F．Hearman，1959）．

再帰笠＋豊豆驚
ここで β：板の密度
ゐ：坂の厚さ

Block diagram or amplitude measurlng SyStem Oぎvibration．
Fig．21 振桁測定のブロックダイヤグラム

（23）

1（i4
α，∂：板の辺長

臣てニギD￣1

月：トー与）打

β‥ト与）打
C：」β（」−2）（β−2）

Un土t：mm

Measured positions of amplitude in a
SpeCimen．
Fig．22 振幅測定位置

♪2‥

β3：彗十彗ダ
ー1

〃‥トγ2減

G12：（去−（宜＋去一昔））

リ：ポアソン比
β：ヤング率

m，乃：振動モードの次数
上式に合板のデータを代入すると，（4，4）モードの振動数は3289Hz である．この

周波数は3150Hzのバンドになり，3150Hzバンドにほ計算結果からも共振周波数があ
ると推定できる．
試験片の振幅，振動モードの計算結果と放射インピーダンスから導かれた考え方を総合
すると，3150Hz バンドで透過扱失が減少するのは板の共振によるものであろうと考え
られる．

4000Hzのバンドは，音波による試験片の振動振幅は 3150Hzバンドと5000Hz バ
ンドの中間の値であるが，仝測定点の振幅の最大値と最小値の差は1×10￣6cmにすぎ
ず，はぼ一定している．またこのバンドには，最も低い限界コインシデンス周披数3938
Hz がバンド（3548−4467Hz）のほぼ中央にある．すなわち，このバンドは試験片の振
動の影響を受ける周波数とコインシデンス効果の影響を受ける周波数とがあり，このこと
が試験片の振動振幅を5000Hz バンドより大きくし，透過損失を大きくしていると考え
られる．

透過損失が減少する周波数領域から板の共振により減少する周波数を除くならば，本試
験では，4000−6300Hz バンドが限界コインシデンス周波数によって透過損失が減少する
周波数領域と考えられる．
以上の検討から，合板の限界コインシデンス周波数は，板を曲げ波が伝わる速度によっ
て求められることが解った．合板の限界コインシデンス周波数は，合板の異方性のために
ある周波数範囲内に連続して分布すると考えてきた．更に，合板の限界コインシデンス周
波数に異方性があることを試験片のなかで音波が伝わる方向を規定する方法によって検討
した．

有限の大きさの壁から空気中に放射される透過エネルギーβfを放散係数から求める
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51ロー5

10−7
105

10q

Frequency Hz
Relation between amplitude and frequency of a ply−WOOd
SpeCimen．（Thickness：5．5mm）
Fig．23

合板の振幅と周波数の関係

と，辺の長さが2（7×2∂の有限壁では次のように表わされる．
β′朝」許巌裾×βC∫抄×ス（叫ぷ∂）

（24）

ここで ア：放射される音彼の音圧
P：空気の密度

C：空気中の音速度
〟。：壁の振動速度
乱：壁の面鏡 2（才×2ゐ

（24）式のス（ぷα，ぷ∂）が放散係数であり，次式で定義される．
ス（ぷα，〟∂）二

（ぷα）（ぷ∂）
打2

2 ■ −、‥‥ミミl・、

ここで ズ：（〝α）（cosα≠−COSα。）
y：（〟〃）（cosβ −COSβ。）
d￠：面積d∫の原点に対する立体角
α。，β。：入射波の方向が∬軸，ズ軸となす角度
αゎ動：面積dぶがガ軸，y軸となす角度
放散係数ス（ぶα，ぷふ）はぷα，虎≪1ならば

（25）

Wooden rralⅥe tO divide soundin−

Cident piane or a specimen．（mm）

Fig．25 固定用木枠
0

10

5

DIst8∩〔e f「0爪⊂亡∩【er 〔爪

Re］ation bcL＼＼・Cen alllPlitu（lc or spccimcn
and（listancc rrolllCenler or spccimcn．
Fig．24 合板試験片の振幅

廟ぷ∂）喜（闘い祓）（26）
となる．
放散係数は（ぷα）と（〝ム）の撥

として表わされるので，（ぷα）
または（だあ）が変化したとき

に放散係数に影嫁する割合は
放散係数の此として表わされ
0
5

︵宅﹀

る．したがって，拭験片の−・
辺の辺最を変えた場合，透過

ssO︼

損失への羅紗の程度は次式の
属rを1つの相磯として表わ
0
ち

UO儀膏Sこ2ト

される．

凡・二二

（ぷゐ）−（ぷα）（花が）
（ぶα）（ぷ∂）

警・（27）
ここで2あ′：辺2∂から変化

させた新しい辺

2．0

5．0

10．O 16．O

Frequency（k＝z）
TransまⅥissio11loss or square plate and divided piate

（divided450direction to蒋ber direction of the spe−
CiIⅥen）．
Fig．26 45度方向に分割した合板の透過損失

の長さ

試験片の形を矩形にすれ
ば，長争方向に伝わる晋披が
主要な園子となる透過損失の
周波数特性が確認される．嚢
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ユ67

8に示したように，曲げ披が
伝わる逮皮から求めた合板の
限界コインシデンス周波数は
︵署︸

表板の繊維軸に射し45度方

ssO︼

らかに認められるので，0庇

向の周波数が透過厳失では明
および45皮方向が矩形試験

UO凛2SUDしト

片の盛事方向になるように試
験片を作成し，透過損失への
駿詳を検討した．

試験片は燈さ 5．5mmの
麗交合板であり，300×300
mm の正方形の叡である．
pig．25 に示す形状の木枠を
厚さ20mmのマラス材（肋一

5．0

乙0

10．0 16，O

Frequency（kHヱ）

肌雄明り鱒鮪加療トで作成し，

木工相ボンドで木枠を正方形

TransInissionJoss orsquarepja（eand（王ividedl）】a仁e

厳に接着して試験片とした．

（dividedparalleltofiberdirectionorthes亘ecimell）．

木枠にある小さい枠の長芋方

Fig，Z7 0庶方向に分渕した合板の透過損失

向を合板の0庇および45皮
方向に一山致させて使用した．

この時の勘は0．74である．

Fig．26 には正方形合板と45政方向を炭手方向とする枠付合板の透過損失を示した．
透過取成が余聞披数域で向上しているのは，祇験片に枠をつけたために合板の放散係数が
全体として械少したためであろう．45度方向の正方形合板の限界コインシデンス周披数
は6300Hzバンドにあるが，F料26に示した胎莱は正方形合板と同じく，6300王ヰzバ
ンドに選；過損失の減少が組められた．これに射し，Fig．27 に示した0皮方向を長芋方向
にした枠付合仮の透過損失は 6300封反バンドに透過奴先の顕著な絨少が見られず，45皮
方向のコインシデンス効果の彩轡はばとんど認められない．

3150Hzバンドの通過税失はFig．26，Fig．27でも枠の接着による影轡はなく，まえ
に述べた振動モードによる透過損失の減少であるとすることか妥当であったことを嘉付け
ている．

以上のことからも，合板の限界コインシデンス周波数は，合板の表紙の繊維朝に対する
角度によって興なっており，そのためにある周波数範囲にわたって遜琉的に分布すると考
えられる．

臥 限界コインシデンス周波数領城における透過抱先の相互比較
材料の音波透過現象では，コインシデンス効果による透過損失の減少は晋場の設計や薫繁

構造の設計上窓要な問題である．そのために，この現象の礎額を材料の性能としてどのよ
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うな方法で評価するかということは大喪な関心事である．この性能の評価の基準として考
えられることほ限界コインシデンス周披数，透過損失偽，コインシデンス餞域の透過損失
の周政教依存性などである．現在のところコインシデンス効果が不明確な材料も多くあり，
周改数磯城全体におよぶ基準設定は難しい．
ここでは限界コインシデンス周波数付近の狭い周波数磯城に限定して，通過税失の評価
法の1つとして，合板の透過損奥の比較を試みた．
透過損失は周披数依存性があるが，依存の状態は材料によって輿なるので，透過損失を
相互比紋する場合には周披数の基準北が必要である．限界コインシデンス周波数では，透
過損失が最も減少する周波数であり，材料の曲げ披が伝わる速度によって把捉できるの
で，この周級数を基準にした周級数の基準化ができる．
また，透過損失には，索引睨壁であることや拡散音域であることなどの適用条件がある
が，壁が理想化された状態におかれているときの透過損庚として貿鮫法則が遜剰離勺な忠
義をもっている．ここで対象にする周披数領域は本来質駿法則が適用できない領域である
が，コインシデンス効興がなければ期待できる値として，質駿法則を透過浪先の基準にし
て合板の透過扱失を比較した．
基準周披数ムは励も低い限界コイ
ンシデンス周級数を使用し，透過扱失
出℃

偶にはランダム入射の場合の質数枚則
を使用した．
Fig．28基準化した周波数〟左 に

∵二よ∵へ厄

対する質藍法則の透過飼犬属′（′）と

0

究測透過損失及（′）の差を示した．
コインシデンス効果による透過扱先

︶激

の減少は合板の厚さに関係し仁摩い合
板程透過損失の減少は大きくなり，減
少する周級数範親も広くなっており，
コインシデンス効果はより顕著に出現
0．1
「／rc

Relation or transmlSSionユoss of p主y−WOOd
between measuredvalue by randomincidか
】1Ce111aSSlaⅥ′．

Fig．28 質蒐法則を基準にした合板の透過拍失

する．
コインシデンス効果を考慮した透過

損失の理論値では，ノ〟こ芯0．4 のとき
にコインシデンス効果の影響があらわ

れはじめるが，薄い合板では更に高い

周波数まで影饗しないことを示した．
合板の厚さと透過損失の減少砥の関係を容厳密庶について示したのがFig．29である．
両者の関係は指数関数で表わされ，次式のようになる．
容積糖度 0・5g／cnl3の場合
／（ノ川）一／〜（ノ：っこ二17．98／十lて■
容積密度 0暮6g／cm3の場合
及′（ム〉一点（ム）ニ15．81ゐ軋1￠
このことから試験合板の厚さが厚いと透過損失の減少は大きくなり，その影響は容精密度
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が大きい程少なくなる．
以上の結果から，限界コインシデンス周
のP

波数の透過損失の減少量は合板の厚さと指
数関数の関係にあることが明らかにされ

︵U≡二Uヒよ

た．このときの透過扱失は質量法別の透過
淑失値と実測値との差によって，異なった
透過損失をもつ材料の相互評価ができ，コ

インシデンス効果の影響の大きさを評価す
る1つの方法であると思われる．
0，1

1

7．結

Thlckness oF plywood cn

Relation between the difference oftransmi−
ssionloss at criticalcoincidence frequency
range and thicknessof ply−WOOd．
：Density of ply−WOOd．（g／cm3）
Rf（fc）：Transmissionloss of randomin−
cidence masslaw．
R（f。）：Measured value of transmission
loss．

p

Fig29．合板の限界コインシデンス周波数の透
過損失と厚さの関係

論

しゃ音は音場を構成する重要な因子の一
つであり，音場の設計にはしゃ音の周波数
特性が大きな問題になる．しゃ音は，低い
周波数領域では，壁の板振動の共振に支配
され，更に高い周波数領域では，壁が無限
大の大きさであり，拡散音場にあるという

条件の下で壁の質量を考慮した質量法則が
一般に適用される．しかし本研究でとりあ

げたコインシデンス領域は質量法則が適用
できない高い周波数領域である．この領域は音波によって壁中に曲げ扱が励起され，再び
空気中に放射される過程にしゃ音を支配する因子があり，質量法別の領域とはまったく異
なった音波エネルギーの伝達様式である．透過損失はこの周波数領域に入ると急に減少す
るので，壁の透過損失を考えるうえではコインシデンス領域を精度よく判定することが必
要になる．ここでは，従来限界コインシデンス周波数を十分精確に把捉できなかったの
で，この周波数を壁中を伝わる曲げ披の速度に基づいて検討し，このときの透過損失の評
価について次のような結論を得た．
1，限界コインシデンス周波数は数kHzの領域にあり，従来のように静的ヤング率か
ら周波数を求めることは不適切である．
2．限界コインシデンス周波数はヤング率や曲げ波が伝わる速度から求められるが，曲
げ波が伝わる速度から求めることがより望ましい．
3．板を曲げ披が伝わる速度から求めた限界コインシデンス周波数は実測値とよく一致
し，限界コインシデンス周波数を十分な精度で推定できた．
4．合板の限界コインシデンス周波数はある幅のある周波数範囲にわたって分布する・
直交合板では，表板の繊維軸方向またはこれと直交する方向の周波数が低く，45度方向
の周波数が最も高い．

5．限界コインシデンス周波数の透過損失は質量法別による透過損失とコインシデンス
周波数の透過損失の差によって相互に評価できる．
6．限界コインシデンス周波数の透過損失は合板の厚さと指数関数の関係にあり，厚く
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なる程大きくなる．

以上のようにまとめられ，合板のような板状の材料では，坂を曲げ扱が伝わる速度によ
って糖度よぐ判定できることが明らかにできた．
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Summary

Sound transmission through a partition was influenced by many factors
such as physical properties of elements, boundary condition of a partition,
etc. But sound transmission of a partition under given condition reveales the
relation between sound transmission and physical properties of an element.
In this paper, it is presnted the critical coincidence frequency of ply-wood
and a comparison method of the transmission loss at coincidence frequency
range.
Sound transmission is measured with the measuring apparatus for transmission loss (Fig. 1), which is designed for this investigation.

This apparatus

consists of a reverberant chamber for a sound source room and an anechoic
chamber for a sound recieving room. Measuring frequency range of the
apparatus is determined with diffusivity of sound field at each chamber and
the dimension of a partition.

Sound transmission is measured with a small

partition (300 X300 mm) and sound transmission is measured with accuracy at
frequency above 1830 Hz.
It is examined the critical coincidece frequency with cross laminated ply-

wood as one of anisotropic material.

By traveling sound wave to the restric-

ted direction of ply-wood, it become apparent that the critical coincidence
frequency of ply-wood is determined from the velocity of bending wave
traveling a ply-wood plate.

As mensioned above, it is clear that Cremer's

theory is applied to anisotropic material.
Transmission loss in critical coincidence frequency range is expressed in
term of the ratio of measured frequency to the critical coincidence frequency
(fife) and the differnce of transmission loss at same frequency between the

value of the random incidence mass law and measured value (RI(j) -R).
By this expression, it makes possible to compare the transmission loss a t the
critical coincidence frequency of one partition with that of other partition.
In the case of ply-wood with same density, the relation between (R1(j)-
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R(f)) at the critical coincidence frequency and thickness is represented by

exponential function.

Consequently, the effect of coincidence of thick ply-

wood is more remarkable than that of thin ply-wood.

