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1.  はじめに 
 

建物解体等の際にブレーカを用いることがあるが，

上記による発生音は，近隣への配慮や作業員同士の情

報伝達の妨害といった安全性の観点から問題となって

いる。近年は，過密状態の都市部において，建て替え

に伴う既存建物の解体工事が増えつつあるため，今後

は騒音の予測検討および対策の必要性が高まると予想

される。 

解体時の発生音の予測検討および対策を行うには，

騒音発生源を分離する必要がある。図-1 に示すように，

主な騒音発生源として，建設機械本体からの発生音

（以下，建設機械音），ブレーカアタッチメントからの

発生音（以下，アタッチメント音）および解体構造物

からの発生音（以下，構造物音）が考えられる。 

また，前述の発生源の異なる発生音のうち，構造物

音以外の音（建設機械音およびアタッチメント音）は，

解体対象によらずほぼ一定と考えられるが，構造物音

は，解体対象のインピーダンスと放射特性によって変

化すると思われる。本研究におけるインピーダンスは，

加振力と振動速度の比で定義し，振動のしにくさを示

す値である。 

そこで本研究では，解体構造物のインピーダンスお

よび解体時の発生振動を測定し，ブレーカによる解体

時の加振力を求めた。さらに，求めた加振力とインピ

ーダンスから構造物音を予測し，解体時発生音を構造

物音と構造物音以外の音に分離して両者を比較した。 

 

2.  解体の概要 
 

 解体構造物は，大型構造物内に位置する鉄筋コンク

リート造の構造物である。解体構造物の状況を写真-1

に，平面的な位置関係を図-2 に示す。 

解体構造物のスラブ厚は 230 ㎜である。天井高は，

大型構造物が 13 m，解体構造物が 3 m である。解体構

造物のスラブをブレーカで解体する際の，大型構造物

内の音圧レベルおよび解体構造物の躯体の振動加速度

レベルを測定した。 

本研究で用いたブレーカは，油圧式ベースマシンに

ブレーカアタッチメントを取付けたものである。油圧
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図-1 解体時の騒音発生状況 
Fig.1  The condition of noise generation on building demolition 
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写真-1 大型構造物内の解体構造物 
Photo.1  The demolished structure located in large structure 
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●：測定点(数値はマイクロホン高さを示す)
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図-2 音圧レベル測定点 
Fig.2  The measurering points of sound pressure level 

建設機械 

式ベースマシンは 0.7 ㎥級であり，ブレーカアタッチ

メントは，低騒音型アタッチメント（以下，低騒音型）

と標準型アタッチメント（以下，標準型）の２種類を

用いた。低騒音型はアタッチメントの筺体をダンピン

グ材で制振し，発生音を低減させたものが一般的であ

る。使用したブレーカアタッチメントを写真-2 に示す。 

低騒音型は F22 SS-box 型（古河ロックドリル），標準

型は F22 セットプレート・ショートスカート型（古河

ロックドリル）を用いた。 

 

3.  発生音に関する検討 
 

3.1  音圧レベル測定方法 

解体作業中の音圧レベルを 31.5 Hz～4 kHz（オクタ

ーブバンド）において測定し，測定時間中の音圧レベ

ル 大値（時間重み特性 F）を求めた。加振点近傍を

躯体が貫通するまで加振した。これを２～３回繰返し，

各回の値をエネルギー平均したものを測定値とした。

なお，測定値には，建設機械音，アタッチメント音お

よび構造物音が含まれる。 

3.2  発生音の音圧レベル測定結果 

 低騒音型および標準型を用いて解体した場合におけ 

る解体時の発生音音圧レベルを比較した。図-3 に，各

音圧レベル測定点における解体時の発生音音圧レベル

のエネルギー平均値の周波数特性および騒音レベルを

相対値で示す。低騒音型と標準型の騒音レベルを比較

すると，標準型の方が低騒音型よりも約 1 dB 大きい。

騒音レベルの決定周波数は 125 Hz，250 Hz および 4 

kHz である。決定周波数の帯域で両者を比較すると，

125 H，250 Hz の帯域では低騒音型の方が標準型よりも

わずかに大きいものの，両者の差はほとんどなく，4 

kHz 帯域では低騒音型の方が約 7 dB 音圧レベルが小さ

い。一般的に，4 kHz 帯域を含む高音域は人間の耳の

感度が高いために耳障りに感じやすいことが知られて

いるが，低騒音型は高音域の音の発生が低減されてい

る。 

 

4.  加振力に関する検討 
 

 本研究では，ブレーカから解体構造物に入力する加

振力を置換法 1)により求めた。置換法は，加振点にお

ける加振力を直接測定できない場合に用いられる測定

法である。置換法では，加振点近傍に振動測定点を設

け，加振点から振動測定点への駆動点インピーダンス

（加振点近傍における振動のしにくさ）をあらかじめ

測定する。その上で，対象加振源で加振点を加振して

加振点近傍における振動速度レベルを測定し，これら

写真-2 使用したブレーカアタッチメント 
Photo.2  The attachment of hydraulic breaker, the left is 

low noise and the right is normal 
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図-3 解体時の発生音周波数特性および騒音レベル 
Fig.3  Frequency characteristic of noise and A-weighted 

sound pressure level on building demolition 
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の測定結果から対象加振源の加振力を求める。 

本測定では，加振点近傍をブレーカで破壊するため，

加振時に加振点近傍において振動速度レベルを測定で

きない。そこで，加振点から離れた位置に振動測定点

を設け，加振点から振動測定点への伝達インピーダン

ス（加振点から振動測定点間の振動のしにくさ）をあ

らかじめ測定し，振動測定点におけるブレーカ加振時

の振動速度レベルを測定した。 

4.1  インピーダンス測定方法 

解体構造物において，加振点の駆動点インピーダン

ス，および加振点を加振したときの振動測定点 P1~P6

への伝達インピーダンスを測定した。加振点および振

動測定点を図-4 に示す。加振点は，解体構造物のスラ

ブ上にあり，加振点 S1 は低騒音型，加振点 S2 は標準

型を用いる。インピーダンスの測定では，加振点近傍

および振動測定点に振動加速度トランスデューサ（振

動センサー）を取付け，加振点をインパルスハンマー

で衝撃加振した。測定状況を図-5 に示す。インピーダ

ンスの各値は 31.5 Hz～500 Hz（オクターブバンド）に

おいて測定した。 

4.2  置換法による加振力の算出   

測定に用いたインパルスハンマーの衝撃力特性より， 

500 Hz 以下の帯域について加振力を算出した。測定し

た振動加速度レベルから，式(1)により低騒音型および

標準型による解体時の各振動測定点での振動速度レベ

ル LV を算出した 2)。式(2)により，各振動測定点の振動

速度レベル LV と伝達インピーダンスレベル LZ を用い

て想定される加振力レベル LF を置換法 3)で求め，エネ

ルギー平均して各アタッチメントの加振力レベルを算

出した。なお，図-6 に示す S1 および S2 における駆動

点インピーダンスの周波数特性より，両加振点の振動

特性に大きな違いはない。 

20 116				  																			 								 1  

:	振動速度レベル	 dB , 0	dB 1	m/s 

:	振動加速度レベル	 dB , 0	dB 10 	m/s  

:	周波数	 Hz  

○：低騒音型加振点 

×：標準型加振点 

▼：振動測定点 

図-4  解体構造物における加振点および振動測定点 
Fig.4  The stimulus points and measurering points on the 

demolished structure 

100

110

120

130

31.5 63 125 250 500

駆
動
点

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
レ
ベ
ル

(d
B

)

オクターブバンド中心周波数（Hz）

S1

S2

図-6 加振点における駆動点インピーダンス 
Fig.6  The direct impedance on the stimulus point 

図-5 インピーダンス測定状況 
Fig.5  The condition of measurement of the mechanical 

impedance 
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図-7 加振力の周波数特性 
Fig.7  Frequency characteristic of exciting force 

31.5 63 125 250 500

相
対
加

振
力

レ
ベ
ル

(d
B

)

オクターブバンド中心周波数（Hz）

低騒音型

標準型

10 dB加
振
力
レ

ベ
ル
の

相
対
値

 (
dB

) 



大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

45-4

 

    						  				       2  

:	加振力レベル	 dB , 0	dB 1	N 

:インピーダンスレベル	 dB , 0	dB 1N/m/s 

 図-7 に低騒音型と標準型の加振力レベル LF の周波数

特性を相対値で示す。両者の加振力の周波数特性は，

31.5 Hz～500 Hz の帯域では同様の傾向であり，加振力

レベルも同程度であった。このことは 3.2 に示した発

生音の音圧レベル測定結果と対応する。低騒音型は，

標準型に比べて加振力（破壊力）が劣ると考えられる

ことがあるが，以上の結果より，両者の加振力に大き

な違いがないことが示された。 

 

5.  解体時における構造物音の予測方法 
 

 前章で求めた加振力を用いて解体時の発生音のうち

構造物音を予測した。 

構造物音は，加振点を含む放射面における面積当た

りの音響パワーレベル PWL を式(3)により求め 2)，直接

音レベル SPLDを式(4)より算出した 3)。加振点を含む放

射面の振動加速度レベル LA は，スラブ上の振動測定点

P2～P4，P6 および各加振点における振動加速度レベル

LAi のエネルギー平均値とした。P2～P4，P6 および加

振点における振動加速度レベル LAi は，式(1)および式

(2)により求めた。 

加振点を含む放射面に隣接する壁面上の振動測定点

における振動加速度レベル LAi は，直接音と同様に式

(1)および式(2)から求め，面積当たりの音響パワーレベ

ル PWL を式(3)および式(4)から求めた。なお，放射効

率σは式(5)により求めた 5)。解体構造物の各放射面か

らの直接音成分のエネルギー和を各受音点における直

接音成分とした。 

20 30				    												 					 3  

:音響パワーレベル	 dB , 0	dB 10  

:	振動加速度レベル	 dB  

:	周波数	 Hz  

20
√ ∙

8																													 4 	 

:	直接音レベル	 dB  

:放射面と振動測定点間の距離	 m   

:放射面各辺の長さ	(m) 

σ:	放射効率 

σ 			

					for	 ≪

0.45 			for	

1																		for	 ≫

																																										 5  

:	放射面の周長	 m  

:放射面積	  

:コインシデンス周波数における波長	 m  

:コインシデンス周波数	 Hz  

解体構造物がある大型構造物内の拡散音成分 SPLRは

式(6)により算出した 2)。大型構造物内の等価吸音面積

は，別途計測した残響時間から式(7)により求めた 4)。 

10
4
																																																 6  

:	拡散音レベル	 dB  

:	音響パワーレベル	 dB , 0	dB 10  

:	等価吸音面積	  

55.26
																																																														 7  

V 室容積	  

:各周波数帯域での残響時間	 s  

:音速	 m/s  

20.05√273  

:気温	  

直接音成分および拡散音成分のエネルギー和を式(8)

により求め，予測値とした。以上の方法によれば，解

体対象が異なる振動特性および放射特性の場合も構造

物音の予測が可能である。 

10 10 10 																												 8 	 

 

6.  構造物音と構造物音以外の音の比較 
 

 前章で求めた構造物音をもとに，構造物音以外の音

（建設機械音およびアタッチメント音）を実測値と構

造物音の予測値のエネルギー差から求めた。 

 構造物音および構造物音以外の音の予測値の音圧レ

ベルの周波数特性を図-9 および図-10 に相対値で示す。

予測値は，10 点の受音点における予測値をエネルギー

平均して求めた。図中●は構造物音，○は構造物音以

外の音，×は実測値を示している。 

 図-9 に，解体時発生音において，構造物音と構造物

音以外の音のいずれが主であるかをアタッチメントご

とに比較した結果を示す。全ての周波数帯域において
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構造物音以外の音の方が構造物音よりも大きかった。

この傾向は両アタッチメントに見られ，その差は低騒

音型で約 1～3 dB，標準型で約 1～5 dB であり，標準型

の方が低騒音型よりも差が大きかった。 

図-10 に，構造物音と構造物音以外の音を両アタッチ 

メントで比較した結果を示す。構造物音と構造物音

以外の音のレベルにおけるアタッチメントによる差は

小さく，音圧レベルはおおむね一致した。この結果は，

アタッチメントの加振点の振動特性（図-6 参照）およ

び加振力特性（図-7 参照）に大きな違いがないことよ

り妥当と言える。 

 

7.  まとめ 
 

建物解体時の発生音および加振力について，低騒音

型と標準型のブレーカアタッチメントを比較した。さ

らに，加振力をもとに建物解体時の発生音を構造物音

と構造物音以外の音に分離した。以上の結果，次のこ

とが示された。 

① 解体時の発生音の 31.5 Hz～2 kHz 帯域では，アタ

ッチメントによる差が小さいが，騒音レベルの決

定周波数に含まれる 4 kHz 帯域では，標準型の方

が低騒音型よりも約 8dB 音圧レベルが大きい。 

② 解体時の加振力は，31.5 Hz～500 Hz の帯域におい

て低騒音型と標準型でおおむね一致した。 

③ 本研究の解体条件では，31.5 Hz～500 Hz の帯域に

おいて，構造物音よりも，構造物音以外の音の方

が音圧レベルは大きい。 

④ 構造物音以外の音の周波数特性は，31.5 Hz～500 

Hz の帯域において低騒音型と標準型で差が小さい。 

 今後の検討課題は以下の通りである。 

① 解体構造物のインピーダンスおよび躯体寸法（放

射特性）が異なる場合の構造物音の予測 

② 上記における構造物音と構造物音以外の音の音圧

レベルの比較 
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図-10 アタッチメントによる比較 
Fig.10  The conparlson of attachments 
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Fig.9  The expectancies of structure-borne sound and 

others 


