
測定と実験でわかる音調パネルの使いこなし

シンプルな構造で強力な吸音効果

東京防音
アコ-スティック･コンディショナー･スタンド

GAG-1000
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構造と使い方

高密度グラスウールに特殊不織

布を巻いたマットレス状構造の自

立型音調パネルで,特に吸音を主

目的とした製品.

推奨される設置場所は,スピー

カー裏やリスニングポジション背

後,部屋のコーナーなどで,低音

の共鳴や高域の不要な反射などを

吸収する.

今回はラインアップ中,最大サ

イズの製品で実験したため,その

吸音力は強力だったが,その大き
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表面は光を反射しにくいの?.ホームシアターに設置しても映
像効果を損ねない.色はインテリアに溶け込みやすいベージュ
を採用

東京防音株式会社
〒351-0012　朝霞市栄町5-6-7

TELO48-468-0033　mp.//w bouon ip/

さのため,どのリスニング環境に

も容易に導入できるものではな

い.小型の製品と組み合わせて調

整するなどの方法を考えたい.サ

イズは特注に応じるので,リスニ

ングルームのスペースに合わせた

ものも使用できる.

本製品に限らず,吸音力の強い

吸音材を過剰に使用してデッドに

なりすぎると,いわゆる｢つまら

ない音｣になりかねないので　適

度な吸音量を判断しながら導入す

る必要があるだろう.

インテリアに調和しやすいベ-

ジュが基本色で, GAG-1000のみ

ブラックが用意されている.

測定と試聴

予備実験で側壁の1次反射の場

所を特定し,この部分に各パネル

を置いて比較した(以下,各製品

ともに同様).

図1はインパルス特性で, 95ペ

ージのパネル未設置のデータと比

較して1次反射音がほとんどなく

なっていることがわかる. 8.5ms

付近に新たに小さな反身晴が生じ

ているが,表面からの反射が現れ

たものと推察される.この反射を

うまく利用すれば　吸音だけでな

く反射の改善にもつながるだろう

今回の実験に使用したGAC-
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測定と実験でわかる音調パネルの使いこなし

自由度の高い小型吸音パネル

アコ-スティックリプアイブ
アコースティック･コンデイシヨナ-

WS-1

関口機械販売株式会社
〒372-0812　伊勢崎市連取町3016-1

TELO270-24-0878　http //www.acoustic-reVIVe･COm/

構造と使い方

高い吸音効果を持っているもの

の,付帯音などのために音質に悪

影響がある素材は,音調パネルに

は適当ではない.吸音･反射性能

の高い素材を使っても,どこか潤

いやつややかさが不足することは

少なくない.

本製品は,音質に悪影響を与え

ない素材のみを使用するというコ

ンセプトの壁掛け型音響パネル.

ランダムな細胞組織を持つため固

有の響きや付帯音がない拡散材で

あるシルクと,全帯域にわたって

フラットな吸音特性もつ低反発ウ
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クッションのような形状?.

表面材は手触りの良いシルク
製.織りが粗めなのは幸
過をよくするためだろう

床の反射面に置き, 1次反射を抑えた.東京防音
GAG-1 000との組み合わせ例

レタンフォームを組み合わせたも

ので　吸音に伴う音の質感の悪化

を抑えている.

コンパクトで軽量なので設置場

所を選ばない.裏面には粘着テー

プ付き面ファスナー(ベルクロ)

がついているので,天井やラック

裏などにも簡単に設置できる.ど

ンポイントで反射部分に設置した

り,複数個を組み合わせて好みの

音質にチューニングするという使

い方になるだろう.

測定と試聴

インパルス特性(図1)を見る

ど, 1次反射がかなり抑えられて
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測定と実験でわかる音調パネルの使いこなし

吸音と反射がリバーシブルで使える

クリプトン
アコースティック
チュ-=ングパネル

/ 闇甲AP ��R00 

構造と使い方

本製品は,片面は｢ミスティッ

クホワイト｣を使用した吸音面,

スピーカー後面に置いた例(メーカー推奨例のひとつ). GX103

には後面バッフルもあるの?.低音の聴感に大きな影響を与える.

東京防音GAC-1 000と併用

外枠はローズウッド

(オレフィン系塗装仕

上げ).屏風型のAP-

R30のパネルをつなぐ

蝶番は両開きのものが

使用されている
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裏面は穴あきボードによる反射面　　壁式諸士ZIノブトン
〒160-0004　新宿区四谷4-3-12　第12大鉄ビル7F

TELO3-3353-441 1 mp.//….kriptOn CO.jp/になったパネルで　屏風状に自立

するので通常の室内音響チューニ

ングはもちろん,試聴会などにも

重宝するだろう.

ミスティックホワイトは,東洋

紡とDSM (オランダ)が共同開発

′oo

した吸音フェルトで,特に低域

(200Hz以下)の吸音に優れてお
測定と試聴

り,自作スピーカーシステムの吸　　　今回は吸音面のみを使って測定

音に繁用されている.　　　　　　　した.メーカーのサイトには,今
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測定と実験でわかる音調パネルの使いこ株し

性能バランスの良い軽量バネル

ポ-カロ･ライン
ピラミッド型音調パネル

arte
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構造と使い方

コントロールとインテリア性の

調和を図った製品を生み出す日本

の技術集団で, 2009年に同名の

ブランドが立ち上げられた

ピラミッド型の壁掛け型音調パ

ネルarteは同ブランドの最初の

製品.ピラミッド型の採用により,

方向を問わずバランス良く拡散,

吸音をコントロールし,定位感や

奥行き感などが向上する.

1.3kgの軽量なので,設置は画

鋲(同梱されている)で留めるだ

け.配置の自由度は高い.手軽に

設置場所が変えられるだけでなく,

壁へのダメージもほとんどない.

姉妹品として天井用のピラミッ

ドシーリング(¥33,600)もある.
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表面は布製.触ってみると中のパネルには多数の穴があいて
いることがわかる.この穴の大きさを変えることで吸収する

帯域を最適化する

株式会社ポーカロ･ライン
〒135-0002　江東区住吉2-6-5　インテグレート村上201号
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本来の使用法ではないが.床の反射を抑えた例.適度な吸音と反射で多少ドンシャ
リ気味なから自然な音になった

測定と試聴
アコースティックl)ヴァイブWS-

1と同程度の吸音効果が得られて

壁面に固定せず,スタンドに立　　いることがわかる.小型軽量な筐

て掛けて試聴･測定した　　　　　体に比べて,十分な効果が得られ

インパルス特性(図1 )では,　　ている.
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測定と実験でわかる音調パネルの使いこなし

全方向への昔拡散を目的としたパネル

呂詑謁瑞J Systems
Digiwave

DigiWaVe (H600×W875XDIOOmmタイプ).表面

の山は3つで.中央の山だけか少しだけ高い.内部には

グラスウール状の吸音材が入っているようだ

大場商事株式会社　オーディオ事業部
〒107-0051東京都港区元赤坂1-5-7

ラ･へiJテ･AKASAKA5F

TELO3-3479-5181皿p:〝… ohbashojj co.旧I

へ､華道と使い方

米国RPG Di血1SOr Systemsの

壁掛け型パネル, QRDシリーズの

1品種. RPG (Reflecting Phase

Gratings)とは,あらゆる入射角の

音を均質に拡散させる方式でこの

構造はQRD (Quadratic Resldue

Number Theory)理論に基づ

いているため,商品名はQRDと

されている.

Digiwaveは音の拡散,吸収反

射をバランス良く組み合わせたハ

イブリッド構造(主材料は合板)で,

表面形状は波形(3山)で,表面に

は布が貼り付けられているおり,

あらゆる入射角の音を効率良く拡

散,吸収する.

販売店のウェブサイトでは,令

回の実験のように側面の壁に設置
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メーカー推奨の向きとは別に1波形が横になるように設置した

した例が紹介されている.スピー　　あるようだ

カー直前に左右1台だけでなく,

複数個を縦に並べて天井近くまで
測定と試聴

の反射を調整するという使い方も　　　インパルス特性(図1 )を見る
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測定と実験でわかる音調パネルの使いこなし

森林の響きを室内に再現する

日東紡音響エンジニアリング
柱状拡散体AGS
Sy一van
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構造と使い方

森林の音響特性を再現するた

めに10本の柱状の木製棒材(材

質はクモ集成材)を立てたAGS

(Acoustic Grove System)構

造を既存の部屋で利用するための

可搬型システム.

層状に配置された多数の柱はあ

らゆる方向からの音を拡散し,部

屋鳴りを抑制し,中音域の響きを

緻密にする.その結果,定位が明

確になり,さらに癖のない自然な

音の広がりが得られる.

メーカーは,左右のスピーカー
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円柱の太さは銃垂類あり.合計10本
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音の拡散という機能を生かす設置例

日東紡音響エンジニアリング株式会社
〒130-0021墨田区緑1-21-10

BR両国2ヒル

TEL03-3634-3525　mp //… noe･co jp/

の内側または外側(あるいは両方)

の設置を推奨している.

測定と試聴

吸音や一定方向への反射の機能

はなく,ほぼ拡散だけが目的なの

で,壁面への設置は1次反射の抑

制は本来の使用法ではないが,也

較のため,他製品と同様に設置し

て測定したので図1, 2ともに

設置しない場合との極端な違いは

1次反射面の吸音を併用した例

見られない.

図1のインパルス特性を見ると,

反射陸の素材で構成されているに

しては1次反射音が少ないことが

読み取れる.これは乱反射のため

に直接マイクに到達する音が減少
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