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1.  はじめに 
 

 近年の集合住宅では，床の仕上げに乾式二重床が多

く採用されている。この仕上げ工法は，コンクリート

スラブとの間に空気層を有しており，給水，給湯，ガ

ス管などを配管できることから多く普及されている。

しかしながら，子供の飛跳ね，駆け廻りなどにより発

生する重量床衝撃音の乾式二重床施工による低減効果

が設置するコンクリート床スラブの厚さ，平面寸法・

寸法比によって異なるため，確実な対策が出来ないこ

と，また平均的には乾式二重床施工によりコンクリー

ト床スラブの場合よりも重量床衝撃音が増幅してしま

うため，その分を見込んでコンクリート床スラブを厚

くしなければならないという現状がある。また，以上

のことから，デベロッパなどの発注者，設計事務所，

住民とのトラブルの大きな原因となっている。このよ

うな不具合を回避することを目的に，重量床衝撃音を

増幅させない仕上げ床である新しい根太床を開発した。

以下に，この結果を記す。 

 

2.  乾式二重床の問題点 
 

図－１に典型的な乾式二重床の断面の例を示す。乾

式二重床は，ゴム脚と空気をばね，積層板を質量とす

る振動系と積層板の曲げ振動系が構成される。さらに，

床スラブの曲げ振動系に接続されているため，図－２

に示す連成振動系が構成される。積層板の重量が比較

的大きいため，乾式二重床系と床スラブ系の振動はお

互いの影響を受けることになる。この結果，乾式二重

床の低減効果（防振効果）は，設置するコンクリート

床スラブの厚さ，平面寸法・寸法比によって異なると

言う結果になる。したがって，実験室である乾式二重

床の低減効果を測定しある値を得たとしても，実験室

とは仕様の異なる実際の建物に設置した場合に同じ低

減効果を得ることはできない。同様に，同じ建物内に

おいても，コンクリート床スラブの厚さが同じでも，

床スラブの平面寸法・寸法比が異なる場所に設置した

場合にも低減効果が異なってしまう。この結果，同じ

建物内でも低減効果は，10dB 程度増幅するものから

10dB 程度低減できるものまで大きなばらつきを生じる

こともある。したがって，乾式二重床を採用する建物

では確実な対策を実施できないのが現状である。 
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図－１ 乾式二重床の例 

Fig.1 An example of dry double flooring 
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図－２ 乾式二重床，床スラブ，天井連成振動系のモデル化 
Fig.2 Modeling of vibration system consisted of dry double flooring, 

floor slav and ceiling ＊１ 技術センター建築技術研究所 
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また，乾式二重床は，下部空気層内の空気もばねと

して働くので，ばね定数の小さい柔らかいゴム脚を用

いても空気ばねの影響で振動系の固有振動数を十分に

低くすることはできない。したがって，重量床衝撃音

の一般的な決定周波数である 63Hz 帯域において十分な

低減効果が得られないばかりか，固有振動数が 63Hz 帯

域になっている場合には，増幅してしまう。 

以上のことから，乾式二重床は重量床衝撃音の確実

な低減と言う面からは適正な床仕上げ工法とは言えな

い。 

 

3.  検討仕上げ床 
 検討対象とした仕上げ床は，次に示す根太床タイプ

と２つの置き床タイプとし，検討を行った。 
3.1 検討根太床 

検討対象とした床衝撃音対策用根太床（以降，検討

根太床と記す）の仕様を図－３に示す。昭和 50 年代ま

で採用されてきた根太床は，大引きをコンクリート床

スラブ上に設置し，その上に直交方向に根太を組み合

板を張るものが多かった。この場合，重量床衝撃音が

増幅する傾向がある。検討根太床は基本的には下地を

根太だけとし上に合板を積層してさらに直張りフロー

リングを仕上げ材として張付ける構造である。この構

造の場合，乾式二重床で構成されるようなゴム脚をば

ね，積層板を質量とする振動系は無いので，図－４に

示す様に増幅する要素としては板の曲げ振動系だけと

なる。板の曲げ振動系の固有振動数は，板の厚さと根

太の間隔などにより決定されるが，これが重量床衝撃

音の一般的な決定周波数である 63Hz 帯域に入らないよ

うに板の厚さと根太の間隔を決定している。ダンパ有

り、合板 2 枚、フローリング有りの最終仕様の固有振

動数は計算上で 250Hz 程度となる。したがって，検討

根太床では 63Hz 帯域の振動系が存在しないので，63Hz

帯域では床衝撃音は増幅しないと言える。また，合板

とスポンジゴムを採用した簡易ダンパを根太間に設置

し，根太間の板の曲げ振動を押えることにより床衝撃

音を低減する。 

軽量床衝撃音の低減は，市販の緩衝層を有した直張

りフローリング，根太間に敷設したグラスウールと前

記の簡易ダンパにより行う。 

3.2 検討置き床 

検討対象とした床衝撃音対策用置き床（以降，検討

置き床と記す）を図－５に示す。検討置き床は，基本

的には，一般的な乾式二重床のゴム脚部のゴムを撤去

して剛脚とし，剛脚に支持されたパーティクルボード 
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図－３ 検討根太床の仕様 

Fig.3 Supecification of common joint floor system to be 
investigated 

 

スラブ
振動系

根太床
振動系

天井
振動系

積層板の曲げ振動系

 
図－４ 根太床，床スラブ，天井連成振動系のモデル化 

Fig.4 Modeling of vibration system consisted of common joint floor 
system, floor slav and ceiling 

 

ユニットを敷き並べ，その上に合板を積層して構成す

るものである。検討根太床と同様に，乾式二重床で構

成されるようなゴム脚をばね，積層板を質量とする振
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動系は無いので，増幅する要素としては剛脚の軸方向

ばね，積層板を質量とする振動系と板の曲げ振動系だ 
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図－５ 検討置き床の仕様 

Fig.5 Specification of dry double flooring to be investigated 

けとなる。前者の固有振動数は，計算上は検討置き床-

1，2 共に 1000Hz 以上である。後者の固有振動数は，

板の厚さと剛脚の間隔などにより決定されるが，計算

上は検討置き床-1 の場合が 550Hz 程度，検討置き床-2

の場合が 230Hz 程度である。したがって，63Hz 帯域に

おける床衝撃音は増幅しないことが想定される。また，

検討置き床-2 では，合板とスポンジゴムを採用した簡

易ダンパを剛脚間に設置し，剛脚間の板の曲げ振動を

押えることにより床衝撃音を低減する。 

 軽量床衝撃音の低減は，市販の緩衝層を有した直張

フローリング，根太間に敷設したグラスウールと検討

置き床-2 については前記の簡易ダンパにより行う。 

 

4.  実験方法 
 

 検討仕上げ床は，図－６に示す試験室のコンクリー

ト設置床板の上に図－３，５に示すように施工した。

表－１に示す条件において，JIS A 1440-1：2000「実

験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝

撃音レベル低減量の測定方法－第 1 部：標準軽量衝撃

源による方法」，JIS A 1418-2：2000「実験室における

コンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低

減量の測定方法－第２部：標準重量衝撃源による方

法」に準拠して床衝撃音レベル低減量を測定した。な

お，床衝撃音レベル低減量とは，コンクリート床素面

における床衝撃音レベルから床仕上げ構造施工時にお

ける床衝撃音レベルを差し引いた値である。加振点、

および受音点を図－７に示す。 

 

緩衝材　グラスウール25厚

固定ボルト

受音室

内法寸法4115×3215×2780mmH

設置床板

5100×4200×200mm

200

 
図－６ 試験室の断面図 

Fig.6 Cross section of examination room 
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図－７ 測定点位置 

Fig.7 Positions of the measurement points 
 

表－１ 測定条件 
Table 1 Measurement condition 

仕上げ床 測定条件 

無し ① 素面 

検討根太床 ① ダンパ無し，合板 1枚，フローリング無し

② ダンパ有り，合板 2枚，フローリング無し

③ ダンパ有り，合板 2枚，フローリング有り

検討置き床-1 ① ダンパ無し，合板 2枚，フローリング無し

② ダンパ無し，合板 2枚，フローリング有り

検討置き床-2 ① ダンパ有り，合板 2枚，フローリング有り

 

5.  実験結果 
 

5.1  検討根太床 
 検討根太床の床衝撃音遮断性能測定結果を図－８，

９に，床衝撃音レベル低減量測定結果を図－１０， 

１１に示す。これによれば，次のことが言える。 

5.1.1 重量床衝撃音 

① 一般的に重量床衝撃音遮断性能の決定周波数であ

る 63Hz 帯域では，検討根太床はいずれも素面より

床衝撃音レベルが小さい。ダンパ有り，合板 2 枚，

フローリング有りの最終系仕様（以降，最終系仕

様と記す）では，63Hz 帯域において 4dB の低減効

果があり，増幅させないと言う当初の目標を達成

することができた。 

② 積層板曲げ振動の固有振動数である 250Hz 帯域で

は検討根太床は素面より増幅しており，最終系仕

様では 5dB の増幅量である。 

③ 250Hz 帯域では簡易ダンパ，合板増張り，及び直張

りフローリングの低減効果により増幅がある程度

押えられている。 

④ 最終系仕様の低減量は，住宅性能表示制度特認基

準を満たしている。 

5.1.2 軽量床衝撃音 

① 直張りフローリング無しでは 250Hz 帯域以下では

素面とほぼ同程度，500Hz 帯域以上で大きな低減量

が見られる。 

② 直張りフローリング無しでの決定周波数である

250Hz 帯域では，簡易ダンパ，合板増張りの設置に

より 2dB の低減が認められる。 

③ 直張りフローリングの 250Hz 帯域における低減効

果は 18dB であり有効に効いていると想定される。 

④ 最終系仕様の低減量は，住宅性能表示制度構造区

分-3 相当であり，十分な低減性能が認められた。 
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図－８ 重量床衝撃音レベル測定結果 

Fig.8 Measurement result of heavy weight floor impact sound  
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図－９ 軽量床衝撃音レベル測定結果 

Fig.9 Measurement result of light weight floor impact sound 
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図－１０ 検討根太床の重量床衝撃音レベル低減量測定結果 

Fig.10 Measurement result of the reduction of transmitted heavy 
weight impact sound - common joint floor system to be investigated 
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図－１１ 検討根太床の軽量床衝撃音レベル低減量測定結果 

Fig.11 Measurement result of the reduction of transmitted light 
weight impact sound - common joint floor system to be investigated 
 

5.2  検討置き床 
 検討置き床の床衝撃音レベル低減量測定結果を図－

１２，１３に示す。これによれば，次のことが言える。 
5.2.1 重量床衝撃音 

① 63Hz 帯域の低減量は，検討置き床-1 が 3dB，検討

置き床-2 が 2dB であり，63Hz 帯域においては増幅

させないと言う当初の目標を達成した。 

② 250Hz 帯域では，10dB 以上増幅する傾向を示した。

これは，パーティクルボード脚による積載板の拘

束度合いが根太下地に比して弱いため板振動が大

きいことが原因であると想定された。 

③ いずれの置き床も住宅性能表示制度特認基準を満

たしていない。 

5.2.2 軽量床衝撃音 

① 低減量は，各周波数帯域共に根太床と同程度であ

る。 

② 住宅性能表示制度床仕上げ構造区分 3 を満たして

おり，十分な低減性能が認められた。 
 

6.  おわりに 
 

 今回の検討仕上げ床に関する一連の検討結果から，

次のことが結論として言える。 

 従来多く採用されている乾式二重床は，設置床スラ

ブの仕様によって重量床衝撃音の低減効果が大きく異

なるため，確実な対策を実施できないのに対して，検

討根太床の場合，一般的に重量床衝撃音の決定周波数

である 63Hz 帯域における床衝撃音は増幅せず，また一

定の低減量が得られるため，予測精度の高い確実な対

策を実施できる。したがって，デベロッパなどの発注

者，設計事務所，住民とのトラブル回避に寄与できる

ものと想定される。 

また，乾式二重床では重量床衝撃音の平均的な増幅

量を見込むためコンクリート床スラブの厚さを 17%程

度（例えば 300mm 厚を 350mm）厚くせざるをえなかっ

たのに対して，検討根太床は見込む必要が無いため，

コンクリート床スラブの厚さを従来より薄くすること

が可能となる。したがって，構造躯体の低減，すなわ

ちコストダウンに寄与できるものと判断される。 
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図－１２ 検討置き床の重量床衝撃音レベル低減量測定結果 
Fig.12 Measurement result of the reduction of transmitted heavy 

weight impact sound - dry double flooring to be investigated 
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図－１３ 検討置き床の軽量床衝撃音レベル低減量測定結果 
Fig.13 Measurement result of the reduction of transmitted light 

weight impact sound - dry double flooring to be investigate
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