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So far, it has been said that the sound absorption of persons and theatre chairs
measured in the reverberation chamber does not agree with the sound absorption
measured in actual situations. This is also the same in the case of added absorption
by caused audience taking their seats in theatre chairs.
In this report, measurements of absorption of persons and theatre chairs, which
are directly applicable to the actual use, are mentioned. Reverberation chamber used
for this research is the chamber of our institute (513 m 3 , nonparallel walls).
Following results are obtained:
(1) It is possible to measure the absorption of heavily upholstered theatre chairs
without regard to the number of chairs (from 5 to 20 seats), or to the arrangement of
chairs. This absorption shows a good agreement with the absorption measured in
actual theatres (Fig.4).
(2) As to the absorption of persons seated in chairs made by plywood (0.02 〜 0.03
m‑sabin per chair), it was shown that the absorption was affected by the arrangement
of seats (Fig.6). By making proper correction on these date, it was found that the
absorption of person could be measured in the reverberation vhamber. This absorption
is in good agreement with absorption resulting in ordinary rooms.
(3) By using above method, the absorption of Japanese persons was obtained (Fig.
7). At frequencies below 1000 cycles per second, the absorption caries considerably
with different seasons.
(4) Absorption added by seating audience in heavily upholstered theatre chairs
was also measured by the same method. The effect of added absorption on the
reverberation time of theatres seems to be negligible in the case of chairs used in
this research.
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ときの吸音力の増加も，残響室で測定した値は実
際の室で空席と満席時の測定から求めた値と一致
せず，残響室で測定したときの増加の方が大きく
なるといわれている。これは先年英国で Royal
Festival Hall が建設されたときの報告でものべ
られている
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そこで，われわれは実際に室内の音響設計に使
うことのできる人と椅子の吸音力測定法を確立す
ることを目標にして実験を行った。その結果，残
響室で少数の状態で測定したときには，実際の室
内のように多数の聴衆が集合した状態とはちがっ
た吸収を示すことを明らかにした。そして残響室
内でも聴衆のちがった配置状態での測定から適当

W(width
of seat)
Chair A 780m / m 555m / m 410m / m 210m / m 478m / m
B 780
555
435
190
439
C 790
555
435
190
413
H

L

D

d

Fig.1 Heavily uphostered theatre chairs
measured in reverberation chamber.

日本音響学会誌第 14 巻第３号（1958）

Fig. 2 Photograph of heavily upholstered
theatre chairs measured in reverbera tion chamber.

Fig. 4 Effect of the number of seats on
the absorption of heavily upholstered
theatre chairs.
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ては高級品に属するものである。

椅子としては吸音力のもっとも大きいもののうち
3

残響室は第１残響室（容積 513 m ，不整形， 500
サイクルの残響時間 22 秒）を使った
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。また音
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般の音響材料の吸音率測定の場合と同じである。

いことがわかった。
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際の室内にとりつけたときに示す吸音力との比較

つを２列にしたときとの吸音力に対する影響をし

をするために，これらの椅子のうちの２種類を

らべた。ここで２列に並べるときには，普通の劇
場などで現在一つの規準になっている 90 cm の

劇場（ A ： 容積 9,900 m 3 ， 1，518 席； B ： 容積
1,820 m 3 ，520 席）にとりつけたときの残響時間を

間隔にとった。その結果が Fig.3 である。つぎ

つぎの２つの方法で求めた。すなわち，椅子取付

に椅子の数を 5，10，20 脚と変えて吸音力を求め

前の劇場の残響時間 *（実測値）に残響室で測定し

た結果の一例を Fig.4 に示した。

た椅子の吸音力を入れて計算した残響時間と，椅

いずれの場合にも，椅子の吸音力に対してその

子の取付後に測定した残響時間とを比較した。そ
の結果を示したのが Fig.5 で，いずれも残響時間
の測定精度から考えてほぼ一致する結果を与える
ということができる。すなわち，ここでしらべた劇
場用連結椅子程度の吸音力までの場合には，残響
室で測定した椅子の吸音力をそのまま実際の室の
残響時間の計算に使うことができると考えられる。
この結果はさきにのべた Lane の測定結果とち
がっている。椅子自身はほぼ同程度のものとみら

Fig. 3 Effect of the arrangement on the
absorption of heavily upholstered thea tre chairs.

* 五十嵐助教授の測定による。

人および椅子の吸音力について

160 人が入った状態（満員）と，その半数が室内
に一様に分散した状態との２つの条件で，また室
B では 60 人（定員の約 1/3 ）がほぼ一様に分散
した状態で，さらに室 C については約 250 人が密
集して坐った状態（ほぼ満員）での残響時間を測
定し，これと空室の残響時間からそれぞれの場合
に対応する一人あたりの吸音力を求めた。残響時
間の測定には競技用信号器の衝撃音を室内で録音
し，オクターブ・バンド・フィルターで分析，記
録した。この場合の椅子はいずれも木製で，人が
それに坐ったためにおこる空室の場合の吸音力の
減少は十分小さいと考えられる。
それぞれの残響時間から，一人あたりの吸音力
を求めた結果を第２表に示した。ここで注目され
Fig. 5 Comparison of absorption of theatre
chair measured in reverberation chamber
and in theatres.
⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ Reverberation time measured in
theatre without chairs.
Reverberation time calculated from
above date by using chair absorption
measured in reverberation chamber.
Reverberation time measured in
○
theatre with chairs.
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れるので，そのちがいの原因としては残響室での
測定に使用した椅子の数のちがい（Lane の場合
は２脚を使っている），残響室自身の相違が考えら
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§２． 人の吸音力測定

実際室内での測定

るのは，満員で人がたがいに密に接近して坐った

つぎに残響室での人の吸音力測定の問題に入る

場合と，比較的まばらに室内に分散した場合とで

のに先だって，一般の室内における人間の吸音の

は，一人あたりの吸音力が非常にちがってくるこ

状態を知るための一実験を行った。

とである。そのため実際の室内でも，一般に人間

実験に使用したのは第１表に示す３室で，いず
れもほぼ直方体の室である。室 A については約

室

容

積

残 響 時 間
(500c / s , 空室 )

471m
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ず，室内での人の分布状態にしたがって，それぞ
れ対応する吸音力を考えることが必要であること

第 １ 表

室 A

の吸音力を単一のものであると考えることはでき

室 B

1250m
21
.秒

がわかった。

室 C
3

6000m
8.3秒

このように人間の吸音力に対しては，いろいろ
3

複雑な要因が含まれているので，残響室でその吸
音力を求めるためには，これらを考慮してその測
定条件を検討することが必要であると考えられる。
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§３．

人の吸音力測定

木製椅子に

坐った場合
残響室で人の吸音力に対する測定条件の影響を
しらべる第一歩として，木製の折たたみ椅子に坐
った場合の吸音力を求めた。この椅子自身の吸音
力は 1 0 0 0 サイクル以上でも一脚あたり 0 . 0 2 〜
0.03 m‑sabin の程度で , 十分無視できる大きさ
であった。
まず 10 人の成人女子がこの椅子に坐った場合
について，その並び方を種々に変えて一人あたり
の吸音力に対する影響をしらべた。10 人が横に１
列に並んだ場合と , ５人ずつ２列に並び，その間

Fig. 7 Effect of arrangement on the absorp tion of persons (20 persons seated
in chairs made by plywood, October)
○ 4 rows of 5 persons (90cm apart)
● 2 rows of 10 persons (90cm apart)
× 2 rows of 10 persons (300cm apart)

隔を 90cm から 300cm まで変えたときの結果
を Fig.6 に示した。この場合には，その並び方

20 人全員のほとんど全面が音に対して露出した

は吸音力に影響しないことが示されている。

状態である。一方 β − 配列になると，20 人のうち
中央部にある人は音に対する実効的な吸収面が

α − 配列の場合よりも減少していることになる。
これは従来残響室で少数の例について測定した一
人あたりの吸音力が , 実際の室内で多数の人間が
密集した状態での一人あたりの吸音力よりも大き
くなることに対応すると考えられる。
そこで，残響室で測定した吸音力から実際状態
に対する吸音力を求めることをいろいろこころみ
た。その結果 Fig.7 の α , β 配列に対する吸音力
を使って , つぎにのべるような操作をすれば実際
Fig. 6 Effeect of arrangement on the absorp tion of persons (10 persons seated
in chairs made by plywood, July)
○ 1 row of 10 persons
× 2 rows of 5 persons (90cm apart)
△ 2 rows of 5 persons (200cm apart)
● 2 rows of 5 persons (300cm apart)

これに対して，こころみに人数を 20 人にした
ときには， Fig.7 に示すように吸音力が大きくな
ると並び方によって測定誤差と考えられる以上の
差がみられる。すなわち 20 人 が 10 人 ずつ２列
に並んだとき（これを α − 配列とする）よりも５

の室内での状態に近い吸音力を求めることができ
ることがわかった。すなわち， β − 配列で求めた
20 人の全吸音力 20A β のうちで 10 人に対しては

α − 配列のときの吸音力 A α を適用することにし，
一般の室内で密集状態に対する一人あたりの吸音
力 A を次式によって求めた。

10A = 20A −10A
β

α

７月（夏），１０月（初秋），２月（冬）のそれぞ
れの服装について， α , β − 配列の測定から上式に
よって A を求めたのが Fig.8 である。ここで

人ずつ４列に並んだとき（ β − 配列）の方が一人あ

２月のときは，全員が外套を着用した状態であ

たりの吸音力が小さくなっている。

る。これを室内で測定した密集状態に対する吸音

これはつぎのように考えられる。 α − 配列では

力（第２表）と比較してみると，残響室でも上に

人および椅子の吸音力について
列）で測定したものをとればよいことがわかっ
た。このような条件で , 残響室で測定した吸音力
を第２表の実際例とともに Fig.9 に示した。
§４．

人の吸音力測定

劇場用連結椅子に

坐った場合
つぎに劇場用の吸音力の大きい椅子に坐ったと
きの，
人と椅子の全吸音力を測定することを行った。
Fig. 8 Absorption of person (seated in
chair made by plywood)
July(summer)
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ October(autumn)
−⋅ −⋅ − February(winter)

§１．の Fig.4 に示した吸音力をもった椅子
20脚に人が坐った状態で， α , β − 配列に対応する
吸音力を測定した結果と，
これから前節と同様の
操作で満員状態に対応すると考えられる吸音力を

のべたような操作をして吸音力を求めれば，すべ

． 10 である。図にはまた比較のた
求めたのが Fig
Fig．

ての振動数範囲で第２表の値とほぼ一致した結果

めに椅子のみの吸音力も示した。

を与えることができることがわかった。
つぎに，前節でのべたように一般の室内でも満
員に近い密集状態でないときには，一人あたりの
吸音力は大きく測定されている。残響室でもこれ
に対応する測定条件を求めるために，さきと同様
に種々の並び方に対する吸音力の検討を行った。
その結果，定員の 1/2 程度の人員が室全体に分散
して坐った状態での一人あたりの吸音力に対応す
るものとしては，20 人がさきと同様に前後 90cm
の間隔で４列に並び，その各列の５人はそれぞれ
隣りと約 50cm 程度の間隔で並んだ状態（ β ′ − 配
Fig. 10 Absorption of person seated in hea vily upholstered theatre chair.
× 2 rows of 10 seats
○ 4 rows of 5 seats
corrected absorption from
above data
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ absorption of chair only

またこの図から，人が椅子に坐ったための吸音
． 11 に示した。
力の増加を３つの条件について Fig
Fig．
さらにこの実験に使った椅子とほぼ同程度の椅子
を備えた劇場（容積 4000m 3 ， 客席数 1000）で，
Fig. 9 Absorption of person having a space
indiviually (seated in chairs made
by plywood)
July
 (reverberation cham ⋅⋅⋅⋅⋅ October  ber measurements)

measured in actual room
I

満員と空席時の測定から求めた人が坐ったための
増加量を同じ図に示した。
この結果をみても，椅子に人が坐ったことによ
る吸音力の増加は，残響室で普通のように α , β −
配列などの方法で測定しただけでは，
実際の室で
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げたような椅子の吸音力が十分小さいと考えられ
る場合の吸音力のデータを，われわれの残響室で
求めた吸音力の結果と比較して第３表に示した。
われわれの求めた人間の吸音力（Fig. ８， 第３
表）をみると，ほぼすべての振動数で夏から秋，
冬と衣服が厚くなるとともに吸音力が増加してい
る。とくに 1000 サイクル以下の振動数では，この

Fig. 11 Increased absorption by seating in
heavily upholstered theatre chairs
⋅⋅⋅⋅⋅
−⋅ −⋅ − 2 rows of 10 seats
4 rows of 5 seats
corrected
○ measured in theatre
8)
× − × from Beranek's "Acoustics"

傾向がはっきり示されている。これは一般の多孔
室吸音材料で，厚さが増加するとともに低音の吸
音率が大きくなることに対応すると考えられる。
人間の吸音力として単一の値を考えるときに

の増加よりもはるかに大きくなっていることがわ

は，ここで示した 10 月と２月の測定値の中間程

かる。そしてこの場合にも，α , β − 配列を使った補

度の値をとるのが適当であろう。

正操作が必要であり，それがまた十分満足できる

む

結果を与えるものであることを示している。

す

び

劇場などの音響特性に対して重要な影響を与え
る椅子や人の吸音力を，残響質で測定するための

§５． 人間の吸音力について従来の資料との

測定条件の検討を行った。これまで椅子や人の吸

比較と考察

音力，人が椅子に坐ったときの吸音力の増加など
人間の吸音力については，従来欧米の建築音響
関係の本などにいくつかの資料が発表されてい
る

6) 7) 8)

を残響質で測定すると，実際の室内での値よりも
大きくなるとされていた。

。しかしその多くは条件がはっきりしな

われわれの残響室でしらべた結果では，劇場用

いものが多く，また欧米人と日本人とのちがいも

のかなり吸音力の大きい連結椅子でも，５脚以上

考えられる。さらに §３． でのべたように季節的

を使って測定すれば，その並べ方や数には無関係

な変化もあるので簡単に比較することはできな

な吸音力を求めることができた。さらにその値は

い。ここでは一応それらのうちで，§３．でとりあ

実際の室内にとりつけたときに示す吸音力にほぼ

第３表
振動数

人 の 吸 音 力（m - sabin）

備 考

125

250

500

1000

2000

4000

P.V.Bruel 6 )

017
.

0.36

0.47

0.52

0.50

0.46

average seated
persons but not
more than 1 per m 2

V.O.Knudsen
& C.M.Harris 7 )

0.23

0.33

0.39

0.43

0.47

0.47

person,adult

L.L.Beranek 8 )

019
.

0.33

0.44

0.42

0.47

0.38

people,standing

0.24

0.25

0.31

0.36

0.38

0.36

in church pew
(no seat cushion)

010
.

016
.

0.34

0.44

0.41

0.39

７月

013
.

0.22

0.38

0.46

0.48

0.39

10月

0.20

0.33

0.54

0.54

0.56

0.49

２月（外套着用）
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文

これを補正するためには，並び方のちがった２状
態での測定をすれば，これから一般の室内に対応
する吸音力を求めることができることを明らかに
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