
防災用ソノコラムスピーカーのご提案防災用ソノコラムスピーカーのご提案
防災用ソノコラムスピーカーで防災行政無線放送の課題点を解決防災用ソノコラムスピーカーで防災行政無線放送の課題点を解決



ご提案の概略

❶放送を聞き取りやすくしたい
❷隙間なく広いエリアに放送したい
❸遠くまで放送を届けたい
❹耐候性・安全性の高いスピーカーにしたい
❺都市の景観に合うスピーカーにしたい
❻既設の30Ｗレフレックススピーカー×4のリプレイスがしたい

防災行政無線は、県及び市町村が「地域防災計画」に基づき、
それぞれの地域における防災、応急救助、災害復旧に関する
業務に使用することを主な目的として、併せて、平常時には
一般行政事務に使用できる無線局です。

■ご提案させていただきます防災用ソノコラムスピーカーはライン
アレイ方式を採用した新しい防災行政無線用スピーカーです。

■「放送を聞き取りやすくしたい」、「広いエリアに放送したい」などの
防災行政無線用スピーカーに求められる様々なニーズに対応する
防災用ソノコラムスピーカーのメリットをご紹介いたします。

防災行政無線用スピーカーのニーズに対応

▼
ラインアップ・スペック

防災行政無線とは？

市役所・町村役場
【親局】

【中継局】

【子局】

防災行政無線用
スピーカー

・災害情報
・避難情報
・その他連絡



特設サイトで
視聴できます

防災用ソノコラムスピーカー

作成中
クリック

一般的なホーンスピーカー 防災用ソノコラムスピーカー

低音を抑制した
明瞭度の高い放送が可能

不要な低音が
明瞭度低下の原因に

「災害情報」や「避難誘導」など、重要な情報を放送する防災行政無線は聞き取りやすさが第一です。

低音から高音までバランスよく音
が出ますが、防災行政無線では、
不要な低音はこもり音の原因にも
なります。

小口径のスピーカーを縦に並べたラインアレイ方式を採用することで
中・高音にシフトした周波数特性で明瞭度の高い放送が可能です。
ビルや山間部など反響の多い場合では、ロー・コントロールスイッチを
ONにすることで、さらに低音を抑制し、明瞭度を上げることができ
ます。（SC-B50/60シリーズ）

❶放送を聞き取りやすくしたい

周波数

音圧と周波数イメージ

こもり音の
原因にもなる
低音

低
低

高

高
ホーンSP

SC-B50/60  ロー・コントロールスイッチOFF
SC-B50/60  ロー・コントロールスイッチON

音圧

ロー・コントロールスイッチで
さらに低音を抑制

周波数

音圧と周波数イメージ

低
低

高

高
ホーンSP

音圧

ロー・コントロール
スイッチ装備
（SC-B50/60シリーズ）

http://www.unipex.co.jp/sc-b_series/


一般的なホーンスピーカー

アレイ効果で広い指向性を実現
広いエリアに均一に放送できる

指向性が鋭くスピーカーの
配置に注意が必要

放送エリアの隙間（音圧偏差）を防ぎ、一人でも多くの人に放送を届けることが大切です。

単体のホーンスピーカーは指向性が
鋭く放送エリアに隙間（音圧偏差）
が生じやすく、隙間をなくすため
には多くの子局が必要です。

防災用ソノコラムスピーカーはおよそ90°の有効指向角を持っています。4方向に設置する
ことで、円形状に放送エリアを広げられ、設置場所の地形や建物の高さなどによって変わり
ますが、一般的なホーンスピーカーよりも子局の数が少なく済み、設置工事費を含めた
トータルコストで有利になる場合があります。

防災用ソノコラムスピーカーはラインアレイ
効果により、単体のホーンスピーカーよりも音を
水平方向に広く、均一に届けることができます。

❷隙間なく広いエリアに放送したい

単体ホーンスピーカーと
ソノコラムスピーカーの
音の広がり方イメージ

ソノコラムスピーカー（4方向設置時）
2kHz指向性イメージ

単体ホーンスピーカー（4方向設置時）
2kHz指向性イメージ

防災用ソノコラムスピーカー



30Wクラス

（75dB地点）
理論値通達距離

50W （SC-B50シリーズ）
750ｍ

推奨値 530ｍ
115.5dB出力音圧レベル

（1W/1m換算値）

（75dB地点）
理論値通達距離 350ｍ
推奨値 245ｍ
110dB出力音圧レベル

（1W/1m換算値）

（75dB地点）
理論値通達距離

60W （SC-B60シリーズ）
820ｍ

推奨値 580ｍ
115.5dB出力音圧レベル

（1W/1m換算値）

（75dB地点）
理論値通達距離 490ｍ
推奨値 350ｍ
114dB出力音圧レベル

（1W/1m換算値）

30W （SC-B30シリーズ）

一般的なホーンスピーカー

通達距離を延伸することで今まで届かなかった場所にも放送を届けられます。

❸遠くまで放送を届けたい

防災用ソノコラムスピーカー

高い音圧とアレイ効果で
通達距離の延伸を実現

強磁力を誇る
ネオジウムマグネット
（ネオジム磁石）採用

鋭い指向性を持たせることで
遠くまで音を届ける
特に指向性の鋭いストレートホーン
は通達距離が伸びますが、指向角度
を狭めたために音を届ける範囲が
限定されてしまいます。

ネオジウムマグネット（ネオジム磁石）による高い音圧に加え、
ラインアレイ構造のスピーカーは、線音源となって放出される
ため、距離による減衰を抑える効果があり、従来のホーンスピー
カーを凌ぐ通達距離を実現しました。

※【通達距離の算出条件】
・JQA無響室にて測定した1W/1mでの実測値（出力音圧レベル）を基に通達距離を算出しています。
・出力音圧レベルはJIS C 5504による1kHz、1.5kHz、2kHz、3kHzの4点平均値です。
・1W/1m時の出力音圧レベルより定格W/1m時の出力音圧レベルを算出し、各音圧（75dB）まで音圧が減衰する距離を通達距離としています。
・理論値は周囲環境（温度、湿度、風速、反射等）を考慮していません。
・推奨値はJIS規格に基づいた空気吸収を考慮した実使用状態に近い値です。



75m/s
耐風速（瞬間最大風速）

一般的なホーンスピーカー

人々の暮らしを守る放送設備だからこそ、耐候性・安全性が求められます。

❹耐候性・安全性の高いスピーカーにしたい

防災用ソノコラムスピーカー

一般的なホーンスピーカーと
防災行政無線用スピーカーの
違い
一般的なホーンスピーカーでは、
耐風速や塗装仕様の設定が標準的
であり、前面に防虫ネットも装備
していません。
沿岸部や山間部など設置環境に
よっては塩害や鳥虫の侵入の恐れ
があります。

二重構造の前面パネル

スピーカーパネルと防虫ネット
で鳥虫の侵入を防止します。

落下防止対策

本体背面に落下防止ワイヤー
取付用金具を装備しています。

耐風速75m/s

スリムな筐体は横風に強く、
風の強い場所にも対応します。

耐塩塗装※

グレー色もコーヒーブラウン
色も耐塩塗装仕様となります。

防災行政無線用スピーカーに必要な
耐候性・安全性を兼ね備えています

前面に防虫ネット装備

防虫ネットが前面に
付いているので、
ホーン内に鳥虫が
入りません

防虫ネットより
前方のホーン部に
鳥虫が入る
可能性があります

防災用ソノコラムSP

一般的なホーンSP

※海岸部から300m以上離れた場所に対応しています。　※塩分による腐食を完全に防ぐものではありません。



一般的なホーンスピーカー

街並みに合うスピーカー形状で人々に安心感をあたえます。

❺都市の景観に合うスピーカーにしたい

防災用ソノコラムスピーカー

ポールから突き出る
ラッパ形状
全長の長いストレートホーンは特に
ポールから大きく突き出し、人々
に威圧感を与えてしまいます。
また、ビルやオフィス街など現代的
な街並みとの相性もよろしくありま
せん。

現代的な街並みに合うスマートな形状
防災行政無線用スピーカーの新しい形

コーヒー
ブラウン色

グレー色

都市の景観に
溶け込む

公園や自然と
相性が良い

小口径のスピーカーを縦に並べたラインアレイ方式を採用することで、スピーカーの形状
も縦に長いスマートな形になりました。ポールに沿う形状で、ビルやオフィス街など現代的
な街並みにマッチする形状です。
また、公園や緑の多い場所には、グレー色よりも相性の良いコーヒーブラウン色をご用意
しました。



ソノコラムスピーカー（4方向設置時）
2kHz指向性イメージ

単体ホーンスピーカー（4方向設置時）
2kHz指向性イメージ

30Wレフレックススピーカー×4

防災用ソノコラムスピーカーの30Wタイプがおすすめです。

❻既設の30Ｗレフレックススピーカー×4のリプレイスがしたい

30W防災用ソノコラムスピーカー×4

明瞭度を高く、隙間なく
放送できるようにしたい
コンパクトで幅広い場所に設置
することができる30Wのレフ
レックススピーカー×４ですが、
直下では音が大きく、離れた場所
では、明瞭度が下がったり、放送
エリアに隙間（音圧偏差）ができ
たりします。

30WのSC-B30シリーズなら
レフレックススピーカーに近いサイズ感で
通常強度のポールに４本設置できます
防災行政無線用スピーカーを設置するポールには、通常強度のポールと強化ポールがあり、
レフレックススピーカーは通常強度のポールに設置されていることが多く、レフレックススピー
カーのリプレイス案件では既設ポールを流用できる30WのSC-B30シリーズがおすすめです。
スピーカーの設置条件（高さやスピーカーの大きさ）がある場合でも、30WのSC-B30
シリーズなら対応できる場合がございますので、お問い合わせください。

およそ
50cm

およそ
70cm



品番をクリックされますと製品情報のページがご覧いただけます。クリック

2つのサイズと2つのカラーバリエーション。設置場所に合わせてお選びください。

ラインアップ・スペック

　マンセル7.5YR2/2 近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 になります。
※SC-B60K、SC-B50K、SC-B30Kは本体ケース・上下ふたが

SC-B50・SC-B50KSC-B60・SC-B60K SC-B30・SC-B30K
60W
170Ω（60W）,200Ω（50W）,ハイインピーダンス100系

115.5dB（1W/1m換算値）

380Hz～8kHz
75m/s （瞬間最大風速）
水平:約90°,垂直:約15°（2kHz）
ホーンスピーカー×8
－20℃～＋55℃
IPX5
本体ケース （アルミニウム） :マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装
上下ふた （アルミニウム） :マンセルN4.0 近似色 グレー 耐塩塗装
前面パネル、防虫ネット （ステンレス） :マンセルN1.0 近似色 ブラック 耐塩塗装
取付ボルト類 （ステンレス）
幅１７９mm 高さ１345mm 奥行１98mm（突起部含まず）
約17kg
ロー・コントロールスイッチ付き、 
防虫ネット付き、 落下防止ワイヤー（別途調達）取付用金具付き

50W
200Ω（50W）,330Ω（30W）,ハイインピーダンス100系

30W
330Ω（30W）,500Ω（20W）,ハイインピーダンス100系

114dB（1W/1m換算値）

450Hz～8kHz

水平:約85°,垂直:約20°（2kHz）
ホーンスピーカー×4

幅１79mm 高さ７2５mm 奥行１98mm（突起部含まず）
約9.8kg

防虫ネット付き、 落下防止ワイヤー（別途調達）取付用金具付き

品 番
定 格 入 力
定格インピーダンス
出力音圧レベル
（ＪＩＳ Ｃ ５５０４）
周 波 数 特 性
耐 風 速
指 向 角 度
使 用スピーカー
使 用 温 度 範 囲
防塵・防水性能

外 装

寸 法
質 量

付 帯 機 能

※最終仕様/詳細は製品仕様により、予告なく変更する場合があります。

防災用ソノコラムスピーカー

■SC-B30
　シリーズ

※SC-B60シリーズ、SC-B50シリーズ
　SC-B30シリーズ
　上面共通
※単位：mm
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　シリーズ
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SC-B60
SC-B50
（グレー）

SC-B60K
SC-B50K
（コーヒーブラウン）

SC-B30
（グレー）

SC-B30K
（コーヒーブラウン）

http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=110&bunruicode=01590#SC-B50
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=110&bunruicode=01590#SC-B50K
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=110&bunruicode=01590#SC-B30
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=110&bunruicode=01590#SC-B30K
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=110&bunruicode=01590#SC-B60
http://www.unipex.co.jp/seihin/seihin/seihin_detail.php?categorycode=110&bunruicode=01590#SC-B60K



