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1.　はじめに

　スタジオやホールで採用される浮き床や機械室で使用

される防振装置の防振効果を現場で確認することは、防

振・遮音工事の品質管理上、非常に重要である。

　浮き床や防振装置は、振動を伝えたくない建物構造

（以下、構造）上にあるバネ定数をもった弾性体を設置

し、さらにその上に負荷質量（加振力を発生する振動源

そのものが負荷質量の一部になる場合もある）を乗せる

ことで、防振系を成立させている。

　これらの防振系の防振効果を測定するには様々な方法

が考えられるが、理想的には力伝達率で評価することが

望ましい。力伝達率は、弾性体上の負荷質量にかかる加

振力と、弾性体を介した構造への伝達加振力との比であ

る。しかし、現場においては、伝達加振力を直接測定す

ることはできず、力伝達率による防振効果の評価はほと

んど不可能である。

　そこで、力伝達率の代わりに挿入損失によって評価す

る方法も試みられている1)。挿入損失とは負荷質量を構

造上に直接設置した場合の構造の振動（速度もしくは加

速度）と弾性体を挿入して設置した場合の構造の振動と

の比である。構造側のインピーダンスが負荷質量側のイ

ンピーダンスより十分大きければ挿入損失は力伝達率と

ほぼ等しくなる。

　しかし、挿入損失についても、防振装置が設置された

後では測定が困難であるため、結局、現場における防振

効果の評価には、負荷質量の振動（速度もしくは加速

度）と構造の振動との比が使用されることが多くなって

いる。この方法は、構造の振動特性の影響により、力伝

達率や挿入損失に比べ防振効果が過大に評価されるた

め、防振系の防振効果の評価に使用することには大きな

問題がある2）。

　そこで、現場において、できるだけ多くの状況に適用

できるような防振効果の測定方法として、負荷質量加振

時における防振装置下の構造までの伝達インピーダンス

と構造の駆動点インピーダンスの測定値から、疑似的な

力伝達率（以下、疑似力伝達率）を算出する方法を試み

た。

　本法ではその方法の概略を説明し、実際に現場におい

て疑似力伝達率を測定して防振効果を評価した例を紹介

する。

2.　疑似力伝達率

　疑似力伝達率の元になる力伝達率 T
F
は図-1に示す防

振モデルにおいて、負荷質量に対する加振力 F
1
と防振

装置下の構造への伝達加振力 F
2
とで

T
F
 = F

2 
/ F

1
(1)

と表される。しかし、建設現場においては F
2
を直接測

定することはできないので、真値の力伝達率 T
F
を得る

ことは不可能である。そこで、F
2
を間接的に算出するこ

とを考え、その F
2
を(1)式に代入することで得られる力

伝達率を擬似力伝達率 T
F
’と呼ぶことにする。

　負荷質量に対して加振力 F
1
を与えた時の構造の振動

図-1 防振モデル
Fig.1 Vibration isolation model
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速度を V
2
とすると、負荷質量から構造への伝達イン

ピーダンス Z
12
は

Z
12

 = F
1
 / V

2
(2)

である。このときの構造への伝達加振力 F
2
は、構造の

駆動点インピーダンス Z
2
から

F
2
 = V

2
 Z

2
(3)

と考えられる。したがって、疑似力伝達率 T
F
’は、

T
F
’ = Z

2
 / Z

12
(4)

で表される。

　すなわち、構造の駆動点インピーダンスと、負荷質量

を加振した時の構造までの伝達インピーダンスを計測す

ることができれば、疑似力伝達率を求めることができる

のである。

　一般にどちらのインピーダンスも現場において計測可

能である状況が多いため、実用的な測定方法であるとい

える。

3.　現場における測定例

3.1　設備機器防振の防振効果測定例

　設備機器（振動を発生する材料試験装置）の足元に設

備メーカーで用意した防振ゴムがすでに設置してあり、

その防振効果を評価する必要が生じたため、疑似力伝達

率を測定することで評価した例を紹介する。

　問題の設備機器は、図-2 に示すように、機械下部の

床固定材と床との間に防振ゴムを設置することで防振さ

れていた。

　まず、図-3 に示すように、力センサーを取り付けた

鉄棒でスラブを衝撃加振し、その時の加振力とスラブの

振動速度を測定し、固定材足元のスラブの駆動点イン

ピーダンスを求めた。次に、力センサーのついた鉄棒で

防振ゴム上の床固定材を衝撃加振し、スラブに取り付け

られている振動ピックアップでその時の振動速度 V
2
を

測定し、伝達インピーダンス Z
12
を求めた。これらの結

果から、(4)式により疑似力伝達率を算出した。

　防振効果の周波数特性を1/3オクターブバンドで整理

して図-4 に示す。縦軸は、疑似力伝達率の逆数をデシ

ベル表示した数値で、+で数値が大きいほど防振効果が

高いことを意味し、逆に-では、力が増幅して伝達され

ていることを示す。

　図-4 によれば、周波数特性は1 自由度1 質点の防振

系と同様な特性を示しており、この防振系の基本固有周

図-2　設備機器の防振性能測定
Fig.2 Vibration isolation measurement of test machine

図-3　駆動点インピーダンス測定
Fig.3 Point impedance measurement

図-4　防振効果の測定結果（1/3オクターブバンド）
Fig.4 Measurement result of vibrationisolation

(1/3 octave band data)

波数が80Hz であること、基本固有周波数の 2 倍の周

波数（113Hz）付近から防振効果が得られていることが

分かる。

　このケースでは、現場において疑似力伝達力を測定す
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ることで、防振系の基本固有周波数が把握できた（実務

的な面からいえば、通常の防振設計では防振系の基本固

有周波数を10～20Hz付近に設定するので、このケース

は防振ゴムの選定が不適当であることが現場測定により

示されたことになる。このことにより、防振方法が再検

討された。）。

　参考に、測定結果をスペクトル表示したものを図-5

に示す。スペクトルでその特性を見ると、200Hz前後か

ら、防振ゴム以外の振動特性が影響したと考えられる

ピークディップが現れ、この影響により1自由度1質点

の防振系の理想的な特性に比して、周波数が高くなって

も防振効果が頭打ちになってくることが示されている。

3.2　コンサートホール浮き床の防振効果測定例

　次に浮き床の防振効果の測定に疑似力伝達率の測定を

適用し、その防振効果を評価した例を紹介する。

　1500 席を有する中規模ホールのバルコニー席の浮き

床部分の防振特性が、設計時に目標とされた「基本固有

周波数10Hz 程度」という条件を満足しているか、浮き

床打設後、内装工事前に確認することとなった。

　図-6 に防振構造の概要を示す。バルコニー部分の構

造は鉄骨構造である。防振ゴムを構造側鉄骨上に設置

し、その上に浮き床を支持する鉄骨を組んでから、浮き

床を型枠打設してある。

　疑似力伝達率の測定はバルコニー上部とバルコニー下

部の２箇所で実施した。構造側の振動測定点および加振

点は防振ゴムが取り付けられているフランジに設定する

ことが不可能であったため、図-7 に示すように下端の

フランジを対象とした。また、伝達インピーダンスを求

める際に必要な構造側の鉄骨の振動を十分な S/N比を

図-5　防振効果の測定結果（スペクトル表示）
Fig.5 Measurement tesult of vibration isolation

(spectrum)

図-6　コンサートホールバルコニー席浮き床
Fig.6 Floating slab of balcony in a concert hall

図-7　駆動点インピーダンス測定状況
Fig.7 Measurement of point impedance

図-8　伝達インピーダンス測定
Fig.8 Measurement of transmission  impedance
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もって測定するために、図-8 に示す鉄球による加振を

採用した。この時の加振力は鉄球の質量Mと鉄球の加

速度αとの積とした。

　疑似力伝達率の測定結果を図-9 に示す。測定条件の

複雑さから様々なピークディップが現れ、前節ほど明確

に防振系の基本固有周波数は読み取れない。しかし、推

定伝達加振力が浮き床への加振力より増幅している、す

なわち0dB以下のディップの周波数を浮き床の基本固有

周波数と考えるならば、どちらの測定点も、基本固有周

波数はほぼ10Hz 近辺にあり、所定の性能を有している

ことが分かる。

　図-10に、参考として、浮き床を加振した時の浮き床

の振動速度 V
1
、V

3
と構造の振動速度 V

2
、V

4
の比をレベ

ル差として示す。

　前述したとおり、振動速度レベル差は簡単に測定でき

るため、理論的に問題があるにもかかわらず防振効果の

評価に使用されているが、図-10 によれば 1F 側の測定

点では、防振系の基本固有周波数も分からず、防振効果

が数値上、過大に評価されている。

図-9　浮き床の防振効果の測定結果
Fig.9 Vibration isolation of floating slab

図-10　浮き床と支持構造の振動速度レベル差
Fig.10 Vibration velocity level diffrense
between floating slab and basic structure

　 3F 側の測定点では、一見、防振系の特性を示してい

るように見えるため、基本固有周波数を40Hz と誤認し

てしまう恐れがあり、振動速度レベル差を使用して防振

効果を判断することの危険性を示す結果といえる。

4.　おわりに

　現場で防振効果を測定する方法として、伝達インピー

ダンスと駆動点インピーダンスの測定結果から疑似力伝

達率を求める方法を実例を挙げて紹介した。今後、さら

に測定法に改良を加え、防振、遮音の品質管理技術向上

に役立てたい。
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