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まえがき＝環境保全問題の一つである騒音の改善は，交
通インフラの発展や快適な住環境へのニーズも伴って，
社会の関心が高いテーマである。それを受けて当社は，
新幹線や高速道路をはじめとした防音技術の開発に20年
以上も取り組み，様々な技術・製品を開発してきた。そ
の一つとして当社のオンリーワン製品であるアルミ微細
多孔吸音パネルがある。これまで在来鉄道や道路用の防
音壁用吸音パネルとして適用されているが，新幹線用吸
音パネルの実績はなかった。
　一方で，新幹線沿線の騒音対策の一つに新幹線軌道に
おけるトンネル緩衝工坑口の吸音化がある。緩衝工内面
を全周囲吸音化することで坑口付近の騒音低減効果が期
待できるが，緩衝工内は明かり区間注）と比べて使用条
件が過酷である。とくに緩衝工天井面への設置は落下の
リスクもあることから，適用にあたってはより安全性の
高い構造が求められる。
　これらのニーズに対して，音響性能・高強度の特長を
有するアルミ微細多孔吸音パネルは適しているが，従来
の防音壁用吸音パネルの構造では音響性能および強度と
もに十分ではない。そこで，アルミ微細多孔吸音パネル
を用いて高耐力構造の新幹線トンネル緩衝工用吸音パネ
ルを開発した。その結果，新幹線用防音設備としてアル
ミ微細多孔吸音パネルが初採用された。当製品は新幹線
トンネル緩衝工坑口の天井面を含めた内面に適用可能
で，大幅な騒音低減効果を発揮する。本稿は，製品の開
発と実用化について報告するとともに実施事例を紹介す
る。

1 . アルミ微細多孔吸音技術

1. 1　アルミ微細多孔吸音パネルの構成と吸音原理 1 ）

　アルミ微細多孔吸音パネルは，グラスウール等の繊維
系多孔質吸音材と異なり，アルミ微細多孔板と空気層の
みで構成される。そのため，このパネルは全て金属材料
で構成されている。
　このパネルの吸音機構は，多孔板孔部と背後の空気層
による音響共鳴機構（ヘルムホルツ共鳴器）が基本原理
となる。さらに，①騒音などの音エネルギーが孔部の摩
擦エネルギーに変換されること，②空気が孔部で往復運
動をする際に発生する渦により圧力損失が生じるという
二つの現象で吸音性能を発揮する。従来，音響共鳴を利
用した孔あき板による吸音機構は用いられているが，本
技術は孔の直径を微細（1.5mm以下）にすることにより，
孔部での摩擦減衰を大きくして広範囲な周波数帯域の吸
音特性を発揮する。
　図 1 にアルミ微細多孔吸音パネル構造の一例を示す。
音源側から表面アルミ微細多孔板，空気層，内部アルミ
微細多孔箔，空気層，背面遮音板の順に多層構造として
いる。微細多孔板を多層構造とすることで多自由度の音
響共鳴機構となり，共鳴周波数の数が増えることでさら
に広帯域な吸音特性を実現している。
1. 2　技術の特長
　アルミ微細多孔吸音パネルの一般的な特長を以下に列
挙する。
　①音響性能：吸音率は，多孔板の板厚・孔径・開口率，

背後空気層の厚みなどをパラメータとし
た設計が可能
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　②強度特性：飛散の恐れがなくて安定した強度を発揮
　③耐食・耐候性：屋外での長期使用に適する
　④燃焼特性：不燃性
　⑤環境性：産業廃棄物にならず，リサイクル可能
　とくに，全ての部材が金属材料であることから従来の
繊維系多孔質吸音材と比べると②～⑤の優位性があるた
め，様々な使用環境に適用することができる。これらの
特長を生かして，近年では在来鉄道や道路用の防音壁用
吸音パネルとして開発・実用化 2 ）されているが，新幹
線用吸音パネルの実績はこれまでなかった。

2 . 新幹線向け製品の開発

　前述したアルミ微細多孔吸音技術の特長に適した使用
環境として，新幹線のトンネル坑口付近の騒音対策があ
る。とくに音響性能や強度特性は対策のニーズと整合し
ており，そのニーズと開発内容の詳細を本章で述べる。
2. 1　トンネル緩衝工坑口付近の騒音
　新幹線軌道の沿線では，列車の通過に伴って発生する
音が伝搬する。通常の明かり区間（高架橋など）の騒音
対策では，列車からの直接音が支配的になるため防音壁
などの伝搬経路対策が適用される。一方，トンネル坑口
では，トンネル内走行時に発生する音がトンネル内を反
響し，坑口から放射される。これが明かり区間からの直
接音と重なる（図 2 ）ため，坑口付近は防音壁のかさ上
げを含む直接音対策だけでは全体騒音が低減しない可能
性がある 3 ）。
　新幹線がトンネルに突入する際に発生するトンネル微
気圧波を低減するためにトンネル入口に設置されている
緩衝工（図 3 ）においても同様の現象が発生する。坑口
付近の騒音において坑口放射音の寄与が大きい場合に
は，その低減対策が必要になる。既往の模型実験による
研究 4 ）では，緩衝工内面を全周囲吸音化することで坑
口放射音を低減する検討が行われている。とくに，沿線
から緩衝工の天井など内面を見通せる条件においては，
これらの面を吸音処理することが効果的とされている。
　このような騒音対策のニーズに対して，当社はアルミ
微細多孔吸音技術を活用したトンネル緩衝工用吸音パネ

ルの開発に着手した。その検討・実施成果について次節
以降に解説する。
2. 2　高耐力吸音パネル
2. 2. 1　開発製品の概要
　今回の開発にあたって製品化したトンネル緩衝工用吸
音 パ ネ ル を 図 4 に 示 す。 サ イ ズ は 高 さ990mm・ 幅
969mm（取付金具を含む）であり，吸音パネル自体の
厚さは100mm（取付金具を含めて150mm）である。使
用材料については，アルミ微細多孔板以外の板材は高耐
候性めっき鋼板を，取付金具は溶融亜鉛めっき処理した
鋼材をそれぞれ採用している。重量は施工時における人

図 1  アルミ微細多孔吸音パネルの構造例
Fig. 1  Example of structure by microperforated aluminum panel

図 4  トンネル緩衝工用吸音パネル
Fig. 4  Microperforated panel for tunnel entrance hood

図 3  新幹線向けトンネル緩衝工
Fig. 3  Tunnel entrance hood for Shinkansen

図 2  トンネル坑口付近の騒音概要
Fig. 2  Noises at points near tunnel portal
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力での持ち運びを考慮して，取付金具を含めて約50kg／
枚とした。吸音パネルの表面や内部は，後述する強度設
計・耐久試験の結果を反映して鋼製部材で補強されてい
る。
　吸音パネルの一般形状図を図 5 に示す。固定方法は，
緩衝工の主構にあらかじめ設けられた取付用はり（H形
鋼）の中に吸音パネルを送り込み，落下を防止するため
に固定用ボルトには緩み止めナットを用いることで安全
性も高めている。
2. 2. 2　開発目標
　緩衝工の内面に設置する吸音パネルを検討するにあた
り，クリアすべき開発目標を以下に示す。
　①設計荷重：列車風圧として異常時±4.2kPa，常時±

2.1kPaに耐え得ること。
　②疲労耐久性：繰り返し荷重として常時±2.1kPaが

300万回作用しても耐え得ること。
　③安全性：吸音パネルの取付部材も含めて脱落のリス

クを抑え，飛散防止として吸音材も含めて金属材料
で構成すること。

　参考として，軌道側面に設置される明かり区間用の防
音壁の設計荷重は 3 kPaとされている。これは，緩衝工
内は閉区間であるのに対し，明かり区間は開空間といっ
た使用環境の違いによって作用する風圧が小さくなるた
めと考えられる。また，防音壁は軌道側面にあることか
ら，点検・交換などの維持管理が比較的容易であると考
えられる。
　一方で今回の開発製品は，安全が重視される新幹線軌
道を覆う状況となる緩衝工の内面（とくに天井面）に設
置する吸音パネルであり，防音壁と比較して維持管理は
容易ではない。このため，安全性を重視して経年劣化が
少なく強度安定性を有するアルミ微細多孔吸音パネルを
適用した。ただし，在来線や道路用防音壁に適用した吸

音パネルの構造では設計荷重に対する強度・疲労耐久の
面で十分ではなく，より高耐久化した製品の設計と検証
が求められる。
2. 2. 3　強度設計
　吸音パネルの強度設計では，個々の構成部材について
詳細に検討するためFEM解析を実施した。応力の評価
は，解析により得られた部材応力と許容応力度を照査し
た。なお，微細多孔板やブラインドリベットの接合部に
ついては孔による応力集中を考慮し，応力を 3 倍にして
評価することとした。図 6 にFEM解析の結果を示す。
　前節に示した異常時・常時の設計荷重を吸音パネルの
表面・背面に載荷させた条件で解析した結果，各部材の
応力は許容値以下であることを確認した。さらに繰り返
し荷重に対しても，各部材の応力は疲労限度以下である
ことを確認した。このように，強度設計で吸音パネルと
その構成部材の安全性を確認した後に，次のステップで
実物吸音パネルを用いた耐久試験を実施する。これらを
両方実施することでさらなる安全性を検証することとした。

図 5  トンネル緩衝工用吸音パネルの一般形状図
Fig. 5  General drawing of microperforated panel for tunnel entrance hood

図 6  有限要素解析による応力コンタ図
Fig. 6  Contour of stress by FEM analysis
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2. 2. 4　耐久試験
1 ）静的載荷試験
　静的荷重に対する吸音パネルの安全性を検証するた
め，砂袋による重りを用いて静的載荷試験を実施した。
吸音パネルの取付部は，施工時の構造を再現して取付用
はりや固定用ボルトも含めた試験体を用い，吸音パネル
の表面および背面に異常時設計荷重4.2kPaを超える
6 kPa（設計荷重の約1.4倍）の重りを載荷した。図 7 に
静的載荷試験の状況を示す。
　静的載荷試験の結果，吸音パネルに部材の破損や過剰
なたわみなどの異常は認められず，設計荷重に対する安
全性を確認した。
2 ）疲労載荷試験
　吸音パネルの疲労耐久性については，繰り返し荷重に
よる安全性を検証する必要がある。ただし，吸音パネル
に繰り返しの圧力載荷試験を実施することは困難であ
る。そこで，重りを搭載した吸音パネルを振動試験装置
に設置して加振する方法とした。重りは150kgの砂袋を
用いて加速度 1 Gで 3 kPa相当の荷重とし，吸音パネル
の表面・背面それぞれに加振周波数 5 Hzで300万回の加
振試験を実施した。図 8 に疲労載荷試験の状況を示す。
　疲労載荷試験の結果，部材の破損や緩みなどの異常は
認められず，繰り返し荷重に対する安全性を確認した。
さらに疲労載荷試験の前後において，吸音パネルの吸音
性能を調査した。疲労載荷試験前後で吸音パネルの垂直
入射吸音率を計測した結果を図 9 に示す。吸音率は300
万回の加振試験後も変化がないことを確認した。
　また構造上の弱点となりやすいのは，一般的に表面ア
ルミ多孔板とブラインドリベットの接合部である。とく
に，吸音パネル内部から軌道側への負圧載荷条件が最も
厳しく，前節のFEM解析でも同様の傾向が確認されて
いる。そこで接合部に着目して，負圧載荷条件に対する
疲労載荷試験も実施した。試験方法は，吸音パネル内部
に重りを入れ，表面アルミ多孔板へ2.1kPa相当の荷重が
かかるように周波数 5 Hzで300万回加振した。試験の結
果，前回試験と同様に吸音パネルに異常がないことを確
認している。
3 ）衝撃試験
　吸音パネルに異物が衝突することによる材料の飛散が
懸念されたため，衝撃試験により安全性を検証した。試
験方法は，1 kgの鉄球を高さ 1 mの位置から吸音パネル
の表面・背面側へ複数箇所に衝突（落下）させた。図10
に衝撃試験の状況を示す。
　衝撃試験の結果，吸音パネルの衝突部に凹みが生じる
だけで部材の破断や飛散は見られなかった。当製品は吸
音材も含めて金属材料であることから，飛散防止機能が
優れていることを示している。
2. 3　音響性能
　実物吸音パネルを用いて，音響性能である残響室法吸
音率（JIS A 1409）を測定した。結果を図11に示す。残
響室法吸音率は800Hz付近にピークがあり，250～ 4 kHz
で0.7以上を有する。これは，本技術の特長である音響
設計により，新幹線騒音源の周波数特性に合わせた吸音

図 9  疲労載荷試験後の吸音率
Fig. 9  Sound absorption coefficient after load fatigue test

図 8  疲労載荷試験状況
Fig. 8  Load fatigue test of microperforated panel

図 7  静的載荷試験状況
Fig. 7  Static load test of microperforated panel

図10  衝撃試験状況
Fig.10  Collision test of microperforated panel
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性能とした成果である。このように，吸音パネルが広帯
域で高い吸音率を発揮する性能を有することを製品で確
認した。

3 . トンネル緩衝工への適用

3. 1　吸音パネルの設置事例
　前章で示した開発成果により，新幹線用防音設備とし
て初めてアルミ微細多孔吸音パネルが採用された。本節
では，トンネル緩衝工用の吸音パネルとして設置された
事例 5 ），6 ）を紹介する。
3. 1. 1　設置方法
　対象となる緩衝工は全長10mの鋼製である。吸音パネ
ルは，天井面を含めた緩衝工の内面のほぼ全長に渡って
設置した。緩衝工への吸音パネル設置工事の状況を図
12に、設置後の状況を図13に示す。
　吸音パネルの設置方法の概略を説明する。天井面は高
さ約8.5mと高所であるため，まず吸音パネル取付箇所直
下に仮設足場を設置する。なお足場の頂上には，材料を
吊り上げるためにチェーンブロックを準備した。材料
は，クレーンを用いて線路の外方からいったんトンネル
坑口付近まで搬入し，そこから仮設足場までは人力で運
搬する。さらに足場上部まで吊り上げ，前述の固定方法
で設置する。固定用ボルトの締付トルクを確認して足場
を解体する。これらの作業を新幹線が走行していない夜
間に，あらかじめ設定した数時間で行う必要があり，仮
設足場の設置・解体を都度実施している。このような特
殊な作業条件のため安全面にも留意して実施し，完成ま
で数箇月を要した。
3. 1. 2　設置効果
　吸音パネルの設置による騒音低減効果を確認するた
め，施工と並行して騒音測定を実施した。吸音パネルの
設置はトンネル側から緩衝工口に向かって行い，吸音対
策延長を増加させた。これは吸音対策延長と騒音低減量
との関係を確認するためである。
　騒音測定の対象とする列車本数は，上り・下り列車を
含めた合計20本で，吸音パネル設置前後における列車通
過時の最大騒音レベル（Slow）の上位10本のパワー平
均値の差を騒音低減量と定義した。なお騒音測定点は，
騒音低減量を面的に確認するため複数設けている。

　測定の結果，吸音パネル設置が進むにしたがって騒音
低減量は増加する傾向であった。また，測定点の位置に
よって低減量は異なり，緩衝工内部を見通せる測定点は
見通せない測定点に比べて大きい結果となった。これ
は，見通せる測定点は緩衝工付近における坑口放射音の
寄与が大きく，吸音化により坑口放射音が低下したため
であると考えられる。最終的な計画全長における吸音パ
ネル設置後では，最も効果が大きかった測定点で約
4 dBの低減結果が得られた。天井面を含めた吸音化に
よって，緩衝工付近の騒音を大幅に低減する効果を発揮
することができた。
3. 2　今後の展開
　前節の設置事例から，緩衝工内面への吸音パネル設置
対策による坑口付近での騒音低減効果を得ることができ
た。本対策をより良い工法にしていくための改良が今後
も必要であると考える。その一つに，工事費低減や安全
面・維持管理面の改善を目的として，緩衝工外側からの
吸音化施工が検討されている 7 ）。当製品もその実現に向
けて改良を検討中である。またこれに限らず，坑口放射
音の低減対策工法に対する機能向上を目指して取り組ん
でいく所存である。

むすび＝本稿では，アルミ微細多孔吸音パネルを用いて
開発した新幹線向けトンネル緩衝工用吸音パネルの初採
用事例を紹介した。今後も当社は，本技術が有する音響

図11  残響室法吸音率
Fig.11  Sound absorption coefficient by reverberation room method

図13  緩衝工内面への吸音パネル設置状況
Fig.13 Microperforated panels covering inner walls of tunnel 

entrance hood

図12  吸音パネル設置工事状況
Fig.12  Installation of microperforated panels
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性能や強度特性などの特長を生かして，新幹線を中心と
した交通インフラにおける騒音対策工法の適用拡大を進
めていく。さらに，今回の開発により得られた知見を踏
まえて，より高耐力化が求められる環境にも対応可能な
製品開発を検討していく。これらの取り組み成果が，環
境保全の一助になれば幸いである。
　最後に，当製品の開発にあたり，西日本旅客鉄道株式
会社をはじめとした関係者各位から多くの貴重なご助言
を頂いた。ここに記して感謝の意を表す。
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