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論文 COriginalarticle) 

フローリングと梁桁で構成される民家型工法床の床衝撃音遮断性能

末吉修三 l)¥ 宇京斉一郎1)、森川岳 1)

Floor，圃impactsound insulation performance of 
a private house-type wooden floor consisting of flooring and beams 

Shuzo SUEYOSHIl)*， Seiichiro UKYOl) and Takeshi MORIKAWAl) 

Abstract 
We ∞nducted a series of acoustic tests to improve the floor-impact sound insulation performance of a wooden 

floor， constructed using the private house-type method， which consisted offlooring and beams without a ceiling. 

Inserting sound-insulating and shocιabsorbing materials between double-layered Japanese cedar flooring， we 

investigated the influence of each constituent material on the floor-impact sound insulation p紅白rmance，using 

both light and heavy floor-impact sound levels as indices. As a result of increasing stiffness， adding mass and 

improving shock absorbing performance， we clarified the quantitative effect of each constituent material on both 

light and heavy floor-impact sound level r巳ductionsin the白'equencydomain. These results will help improve the 

sound insulation performance of wooden hous巴sconstructed by the privat巴house-typemethod and promote the 

penetration ofhouses in which domestic timber is abundantly used. 

Key words : private house-type wooden floor， light floor-impact sound， heavy floor-impact sound 

要旨
フローリングと梁桁で構成される民家型工法床の床衝撃音遮断性能の改善に取り組んだ。 2層の

スギ単層フローリングの聞に遮音材と衝撃緩衝材を挟み込んだ床を供試し、軽量及び重量床撃音レ

ベルを指標として各構成材料が床衝撃音遮断性能に及ぼす影響を調べた。床の剛性を高め、質量を

付加し、さらに軽量衝撃に対する衝撃緩衝性を高めた結果、軽量および重量床衝撃音レベルに及ぼ

す各構成材料の定量的な効果を周波数領域で明らかにすることができた。これらの結果は、民家型

工法木造住宅の遮音性の改善に役立てられ、ひいては国産材を多用したこれらの木造住宅の普及に

つながることが期待できる。

キーワード:民家型工法床、軽量床衝撃音、重量床衝撃音

1.はじめに

日本の林業・林産業の再生を目指して、国産材の有

効利用者E一層進める必要がある。その方策のーっと

して、国産材を豊富に使った民家型工法住宅の普及が

挙げられる。民家型工法住宅では、梁・桁に上階の床

材を直接施工し、下階の天井を設けないことから、い

わゆる化粧表しとなる。そのため、軸材と面材の組み

合わせによって視覚的効果が得られるが、上下階を隔

てる床構造が単純なため、種々の対策が施された木造

住宅(末吉 1993) と比較して、遮音性能の改善を要

する場合がある。このような民家型工法住宅の普及の

阻害要因となる可能性がある床衝撃音については、そ

の遮断性能の向上を目指した研究が進められてきた

(綱田ら 2000，末吉ら 20042006，宇京ら 2008，吉永

2010)。

本研究では，民家型工法住宅の遮音性を高めるため、

表裏面を熱圧によって圧密化したスギ単層フローリン

グ、遮音材および衝撃緩衝材を積層複合化することに

よって、民家型工法床の上下面の外観そ変えることな

く、床に加えられた衝撃エネルギーを効率的に低減す

る方法を検討してきた。ここでは、軽量及び重量床衝

撃音のオクターブ分析に基づいて、民家型工法床を構

成する各材料が床衝撃音遮断性能に及ぼす影響につい

て報告する。
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ーリングに長さ 50111111のビスを用いて約 15CI11間隔

で固定した。

軽量衝撃源として、日本工業規格「建築物の床衝撃

音遮断性能の測定方法一第 l部:標準軽量衝撃源によ

る方法JJIS A 1418-1:2000に規定されているタッピ

ングマシン (Bruel& Kjar Type 3207)を用いた。重量

衝撃i原については、同「建築物の床衝撃音遮断性能の

測定方法一第 2部:標準重量衝撃源による方法JJIS 

A 1418-2:2000にタイヤ(軽自動車用， 重量 7.3kg， 

落下高さ85CI11)とインンパクトボール (RIONType 

YI-01，重量 2.5kg，落下高さ 1111)が規定されている。

タイヤは木造住宅などの軽量構造物には過大と考えら

れているので、本研究の民家型工法床のようにil遅い試

験体に対する重量衝撃源としての適性を検証するた

め、タイヤとインパクトボールの両方を重量衝撃源と

して用いた。各床衝撃音レベルは、上述のJISに準拠し、

建築音響計測システム (Bruel& Kjar PULSE 3560C) 
によって測定した。

受音室の内装の仕様は以下の通りである。すなわち、

コンクリート壁面はグラスウール吸音材(密度 32kg/

1113， 600111111 X 900111111 X 25111111)のピン留めで処理

されており、同じく床面はコンクリートスラブに転が

した根太に厚さ 30111mのスギ単層フローリングをピス

留めした木床仕上げとなっている。JISの規定にした

がい、軽量床衝撃音レベルを標準化するために測定し

た受音室の残響時間は、 113オクターブ、バンドの 200

Hz 帯域以下で 1 ~ 2 秒程度、同じく 250 Hz帯域以上

で0.5秒前後であった。このような残響時間特性から

判断して、受音室は、壁面を吸音材で処理し中高音域

の残響を抑え、床を単層フローリングで仕上げた鉄筋

コンクリート造の矩形の比較的狭い部屋に近い音環境

と考えられる。

2.実験方法

2.1スギ単層フローリングと遮音材の積層複合化

民家型工法床のm[ij*eの仕様は、模式的に示すと Fig

lの通りである。軸材(断面寸法 105111111 X 240 

111111，ベイマツ)を鉄筋コンクリート構造 (2，815111111 

x 3，725 111m X 高さ 3，000mm，壁厚 80111111)の上面

の開口部の周囲および¥長手方向に約 910111mの間隔

で 2本施工 した。Qilli組はプレカットの蟻継ぎで、羽

子板ボルトを用いて接合した。本実加工のスギ単層

フローリング (SF30，製品寸法. 幅 190mm，厚

さ30111111，長さ 4，000111111，表裏面は熱圧による圧

密加工)を長さ 50111mのビスで軸材に固定し、 天

井なしの化粧表 しとした (Photo1)。また、 厚さ30

mmのスギ単層フローリングを直交に 2重張りしたも

の、および遮音材(アスフアルト系，製品寸法:455 

mm X 910 ml11， 厚さ4ml11， 8 111111， 12 111111の 3種

類 (SI4，SI8， SIl2)，密度 3g/cm3
)を厚 さ30m111の

スギ単層フローリングで挟み込んだもので、 合計 5種

類を供試した。各試験体の面材構成を下から上へ記

号 で表すと、 SF30，SF30+SF30， SF30+S14+SF30， 

SF30十SI8十SF30，および SF30+SIl2+SF30となる。

以後、これらを試験体の記号として用いる。上側のス

ギ単層フローリングと遮音材は、下側のスギ単層フロ

2，710 
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写真1.民家型工法床
(梁間隔 :910111111、受材なし)

Photo l. Privat，巴house-typewood巴n日001
(Long beal11 int巴Ival:910111111， without Sh01t beal11s) 

Unit:mm 

図 L民家型工法床の軸組
(梁間隔:910111111，受材なし)

Fig. l. Beal11 layout ofthe private house-type wood巴nfloor. 
(Long beal11 intelval: 910111111， without Sh01t beams) 
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こではスギ単層フ ローリング 2重張りを比較の基準と

した。各試験休の面材構成を下から上へ記号で表すと、

SF30+SFI5， SF30+BK20+SF15， SF30+BK40+SF15， 

SF30+SIl2+SF 15， SF30+SIl2+BK20+SF 15，および

SF30+S1 12+BK40+SF 15となる。前項と同様、 これ

らを試験体の記号と して用いる。上側のスギ単層フロ

ーリング、樹皮ボードおよび遮音材は、長さ 50mm

のビスで、 下側のスギ単層フローリングに固定する

ことを基本とした。ただ し、厚さ 40mmのスギ樹皮

ボー ドが入った試験休 2種類 CSF30+BK40+SF15， 

SF30+S1 12+BK40+SF 15) および厚さ 12mmの遮

音材と 厚さ20mmのスギ樹皮ボードが入った試験体

CSF30+S112+BK20+SF 15)については、長さ 75mm

のピスを用いた。 したがって、 SF30+SFI5の試験休

のみ、 長さ50mmのピスが 5mm程度ililtl材に達 してい

ることになる。ピス留めは、いずれも約 15cm間隔で

行った。

衝撃源にはタッピングマシン(前出)およびインパ

クトボール(前出)の 2種類を用い、建築音響計測シ

ステム(前出)によって床衝撃音 レベルを測定した。

また、 受音室の内装の仕様ならびに残響時間の特性は、

前項と同様である。

Floor-impact sound insulation performance of a privat巴house旬pewooden floor consisting of flooring and beams 

3.結果と考察

3.1スギ単層フローリ ングと遮音材の積層複合効果

スギ単届フローリ ングと遮音材を積層複合化 した民

家型工法床について、 II珪量床衝撃音を測定した結果

を Fig.3 fこ示す。 日本工業規格 「建築物及び建築部

材の遮音性能の評価方法 第 2部:床衝撃音遮断性

能JJIS A 1419-2目2000に規定されている遮音等級 (以

下、 L等級と呼ぶ)を決定する、いわゆる“等級曲

線"の一部を表示した。全体的傾向としては、 SF30，

SF30+SF30， SF30十SI4+SF30，SF30+S18+SF30， 

2.2スギ単層フ ローリ ング、遮音材および衝撃緩衝材

の積層複合化

Fig. 2 fこ模式的に示した通り、前項の民家型工法

床のililli組より梁間隔が広く、受材を追加 した以下の

仕様の仙組を用いた。すなわち、車I11材(断面寸法:

105 111111 X 240 111111，ベイマツ)を鉄筋コンクリー ト

梢造(前出)の上面の開口部の周囲および長手方向

に 1820111111の間隔で 2本施工し、さらに長手方向に

直交 して 910mm間隔で 100111111正角材を受材とし

て 3 本渡した。 前項と同様、 ilíl li ~:日はプレカッ ト の蟻

継ぎで、羽子板ボル トを用いて接合した。また、本実

加工のスギ単層フローリング CSF30，製品寸法 ・ I1屈

190 111111， J享さ30mm，長さ4，000111m，表裏面は熱

圧による圧密加工)をlllllI材に 長さ50111111のビスで留

め、 天井なしの化粧表しとした CPhoto2)。 これに遮

音材 (SIl2，アスフアルト系，製品寸法:455 mm X 

910 mm，厚さ 12111111，密度 3g/cm3
)、衝撃緩衝材と

してスギ樹皮ボー ド (製品名:フォレス トボー ド，製

品寸法 1，820mm X 910 mm，厚さ20mm， 40 111m 

CBK20， BK40)，密度 0.23g/CI11
3
) を敷いて、 仕上

げにスギ単層フロー リング CSFI5，111m 150 111m，厚さ

15 mm，長さ4，000ml11， 下地に用いたフローリ ング

と同様に圧密加工および本実加工が施されている)で

挟み込んだ。スギ単層フローリングの 2層の聞に遮音

材と衝撃緩衝材を挟み込む効果に焦点を絞るため、こ

， トー一一一
ト一一一一
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写真2.民家型工法床

(梁|間隔 1，820mm，受材あり)

Phot02. Pl・lvatl巴hous巴-typewooden flOOl・
(Long beam intelval: 1，820 llllll， with shOIt beams) 

Unit:mm 

図2民家型工法床の車111組
(深:1'1日隔 1，820mm，受材あり)

Fig. 2. Beam layout ofthe private house-type wood巴n日001'
(Long beam intelval: 1，820 mm， with shOIt beams) 
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および SF30+SI12十SF30の順 番に 、床 の質 量と厚

さが増すことから、質量付加と 高剛性化の複合効果

で、軽量床衝撃音レベルは全周波数帯域に渡って低

下した。L等級の決定周波数帯域である中心周波数

が 500Hzのオクターブ帯域(以下、 500Hz帯域と呼

ぶ)に注目すると、 SF30と比較して、 SF30+SF30で

約 5dB， SF30+S14+SF30， SF30+S18+SF30，および

SF30+SI1 2+SF30 で 11~16dB、それぞれ軽量床衝

撃音レベルは低下した。

同じ民家型工法床について、タイヤ落下による重量

衝撃音を測定した結果を Fig.4 ~こ示す。 軽量床衝撃音

と同様、質量付加と高剛性化の複合効果で、重量床衝

撃音レベルは全周波数帯域に渡って低下傾向を示した。

L等級の決定周波数帯域である 111オクターブの 63

Hz帯域に注目すると、 SF30と比較して、 SF30十SF30

で 5dB、SF30+S14+SF30，SF30+S18十SF30，および

SF30+SI12+SF30で 6~ 7 dB、それぞれ床衝撃音レ

ベルは低下した。 111オクターブ分析では、タイヤ落

下に対して、遮音材の積層効果は 63Hz 帯域で 1~2

dB ~こ留まっている 。 Fig.5 に示した 113 オクターブ分

析の結果を見ると、この傾向はつぎのように見て取れ

る。すなわち、 Fig.5の床衝撃音レベルのプロフィー

ルから推定して、 50Hz帯域を共鳴域とすると、 31.5

Hzと40Hz帯域では、剛性が支配的な重量床衝撃音

レベル低減効果を発揮しており、 63Hzから 1250Hz 

帯域付近までは質量が支配的効果を発揮していると考

えられる。SF30+SF30から SF30+SI12+SF30まで、

床衝撃音レベルは 63Hz帯域と 80Hz帯域でそれぞれ

SUEYOSHI， S.巴tal. 
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図3民家型工法床の軽量床衝撃音レベル

(梁間隔:910mm，受材なし，衝撃源:タッピングマシン)

注)SF:スギ単層フローリング， SI:遮音材，数字は材料の厚さ

(mm)を示す。

Lr-90，Lr-95: JISA1419-2による遮音等級

Fig. 3. Light fI，∞Il~impact sound lev，ぬofth巴priv鵬 houめ typewα油:nfl，∞ぉ

(Long beam interval: 910 mm， without short beams， Floor-impact 
source: Tapping machine) 

Note: SF: Sugi flooring， SI: Sound insulation board. 

Eachnumb巴:rshows吐lethickness of materials in millimetel百.

Solid lines of Lr-90 and Lr-95 show the f1oor-impact sound 
insulation grades provided by JIS A 1419-2目
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図5.民家型工法床の重量床衝撃音レベル(113オクターブバンド)

(梁間隔:910mm，受材なし，衝撃j原:タイヤ)

凡例は Fig.3と同じ。

Fig. 5. Heavy floor-impact sound levels ofthe privau巴house勾pewooden

自oorsat 113 oc匂vebands.

(Long beam interval: 910 mm， without short beams， Floor-impact 

source: Tire) 

Legendsa閃甘lesame as Fig. 3 

オクターブバンド中心周波数(Hz)
Octave band center frequency (Hz) 

図4.民家型工法床の重量床衝撃音レベル (111オクターブ')¥ンド)

(梁間隔 :910mm，受材なし，衝撃源 :タイヤ)

凡例と注は Fig.3と同じ。

Fig. 4. Heavy floor-impact sound lev巴lsof the pIivate house勾P巴wooden

日oorsat 1/1 oc匂vebands.

(Long beam interval: 910 mm， without short beams， Floor-i.l1lpact 
source:T由)

Legends and note are the same as Fig. 3目
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図6民家型工法床の重量床衝撃音レベル

4k 

(梁間隔・ 9lOmm，受材なし，衝撃源:インパクトボール)
凡例と注は Fig.3と同じ。

Fig. 6. Heavy floor-impact sound levels of the ptivate house-type wooden 
日oors.

(Long beam intelval: 910 mm， without ShOlt beams， Flooトimpact
source・Impactball)

Legends and note創'ethe same as Fig. 3. 

9 dBと 19dB低下しているが、 50Hz帯域でほとんど

低下せず高いレベルに留まっていることが影響して、

1/1オクターブの 63Hz帯域の床衝撃音レベルの変化が

小さくなったことがわかる。同じくインパクトボール

落下による重量床衝撃音については、 Fig.6 tこ示す通

りである。重量床衝撃音レベルの低下傾向はタイヤ落

下に類似している。ほとんどの試験体の L等級の決定

周波数帯域となる 63Hz帯域に注目すると、 SF30と

比較して、 SF30+SF30で約 4dB、SF30+S14+SF30，

SF30+S18+SF30，および SF30+S112+SF30で 8~ 10 

dBの床衝撃音 レベル低減効果が認められた。このよ

うに最大衝撃力で 4000Nを超えるタイヤと比較して、

最大衝撃力が 1500N程度のインパクトボールは、本

研究の試験体のような軽量構造物では、遮音材の積層

複合効果を反映した重量床衝撃音を発生させられるこ

とが確かめられた。

つぎに、 JISA 1419-2:2000に規定されている床衝撃

音遮断性能の単一指標である A特性音圧レベルの測定

結果を Table1 にまとめて示す。軽量および重量床衝

撃音ともに、 質量付加と高剛性化の複合効果が、 A特

性音圧レベルの低下によって把握でき る。

なお、 重量床衝撃音については、 「音の大きさJの心

理音響指標である非定常ラウドネスが、A特性音圧レ

ベルより、床衝撃音レベルの広い範囲で床構造の仕様

の違いに対応して変化すること CSueyoshi2008) や

聴感との相聞が高いこと(末吉ら 2012) など、重量

床衝撃音遮断性能の単一評価指標としての利点を有し

ているこ とが明らかにされつつある。
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図7.民家型工法床の軽量床衝撃音レベル
(梁間隔・ 1，820mm，受材あり，衝撃源:タッピングマシン)
注)SF:スギ単層フローリング， SI:遮音材， BK:スギ樹皮ボー
ド

数字はmm単位の材料厚さを示す。
Lr-90 : nSA 1419-2による遮音等級

Fig. 7. Light floor-impact sound levels ofthe private house-typ巴wooden
floors 

(Long beam intetval: 1，820 mm， with ShOlt beams， Floor-impact 
source: Tapping machin巴)

Note: SF: Sugi flooring， SI: Sound insulation board， BK: Sugi 
barkboard 

Each number shows the thickness ofmaterials in millimeters. 
Solid line ofLr-90 shows the floor-impact sound insulation grade 
provided by J1S A 1419-2. 

3.2スギ単層フローリング、遮音材および衝撃緩衝材

の積層複合効果

スギ単層フローリング、遮音材および衝撃緩衝材と

してスギ樹皮ボードを積層複合化した民家型工法床に

ついて、軽量床衝撃音を測定した結果を Fig.7に示

す。SF30+SF15と比較して、スギ単層フローリング

2層の聞に遮音材およびスギ樹皮ボードを積層複合化

させた場合 CSF30+BK20+SFI5，SF30+BK40+SFI5， 

SF30+SIl2+SF15， SF30+SIl2+BK20+SF15および

SF30+SIl2+BK40+SFI5 )、 全周波数帯域で軽量床衝

撃音 レベルは 7~ 16 dB低下した。とくに L等級の決

定周波数帯域である 250Hzあるいは 500Hz帯域で

は、 最大で 13~14dB の低減効果が認められた。 また、

500 Hz帯域以上の床衝撃音 レベルの低減量は、遮音

材とスギ樹皮ボードをそれぞれ単体で適用した場合の

低減量を足し合わせた値に概ね等 しくなることがわか

った。
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表1.民家型工法抹の軽量及び重量床衝撃音レベル(dBA)
(梁間隔 :910rnm，受材なし)

Table 1. Light and heavy floor-impact sound levels (dBA) of the privat巴hous巴-typewood巴nfloors. 
(Long beam interval: 910 mm， without short beams) 

Sectional soecification 
断;構成

SF30+S14+SF30 

Floor imoact source 
床衝撃源

SF30+SIl2+SF30 

に
L

ン

円
四
シ

恥

マ
m
ク

@
ン

仰
ピ

叩
ツ

T
i

f々

SF30十SI8十SF30SF30+SF30 SF30 

79 81 83 88 93 

79 80 84 86 91 
Tire 

タイヤ

71 73 75 78 87 
Impact ball 

インパクトボール

注)SF:スギ単層フローリング， SI:遮音材。数字は材料の厚さ (mm)を示す。

Note: SF: Sugi flooring， SI: Sound insulation board， BK: Sugi bark board 
Each numb巴rshows the thickness of materials in millimeters. 
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図8.民家型工法床の重量床衝撃音レベル
(梁間隔:1，820rnm，受材あり，衝撃源:インパクトボール)
凡例と注は Fig.7と同じ。

Fig. 8. Heavy floor-impact sound levels ofthe private house-type wooden 
floors 
(Long beam in匂rval:1，820 rnm， with short beams， Floor-impact 
source: Impact bali) 
L巴:gendsand note are th巴sameas Fig. 7. 
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同じ民家型工法床について、インパクトボール落

下による重量床衝撃音を測定した結果を Fig.8に示

す。スギ単層フローリング 2層にスギ樹皮ボードを

挟んだ場合、 63Hz帯域の重量床衝撃音レベルは、

SF30+SFI5と比車交して、 SF30+BK20十SF15で 6dB、

SF30+BK40十SF15で 8dB低下した。スギ樹皮ボード

を挟み込むことによって、床の厚さが増して剛性が高

くなり、重量衝撃に対する床の機械インピーダンスが

高くなったためと推察される。スギ単層フローリング

に遮音材のみを挟み込んだ場合 (SF30+SIl2+SFI5)

と、スギ樹皮ボードと遮音材を積層複合させて挟

み込んだ場合 (SF30+SIl2+BK20+SF 15および

SF30+SIl2+BK40+SFI5) を比較すると、 63~ 250 

Hz帯域で重量床衝撃音レベルがほぼ同じになること

から、重量衝撃に対しては遮音材による質量付加効果

が支配的であることが見て取れる。L等級の決定周波

数千帯域である 63Hzあるいは 125Hz帯域では、スギ

単層フローリング 2層に遮音材とスギ樹皮ボー ドを挟

み込むことによって、床衝撃音レベルはそれぞれ最大

で 19dBあるいは 10dB低下した。

つぎに、前項と同じく床衝撃音遮断性能の単一指標

である A特性音圧レベルの測定結果を Table2にまと

めて示す。A特性音圧レベルの変化からも、オクタ

ーブ分析の結果と同様、軽量衝撃には遮音材と衝撃緩

衝材の両方に床衝撃音レベルの低減効果が認められる

が、 重量衝撃には遮音材の質量付加効果が支配的であ

ることがわかる。
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表2.民家型工法床の軽量及び重量床衝撃音レベル(dBA)
(梁間隔:1820mm，受材あり)

Table 2. Light and heavy fioor-impact sound levels (dBA) of批 priv.蹴 house-typewooden fioors. 
(Long beam interval: 1，820 mm， with short beams) 

Sectior断lals;o構ec成ification 

Floor 床in衝ma撃ct源source|| 

SF30+SF15 SF30+BK20 SF30+BK40 SF30+SI12 SF30+SI12 SF30十SI12
+SFI5 十SF15 +SFI5 +BK20+SFI5 +BK40+SFI5 

Tapping machine 
89 84 84 80 77 76 タッピンク、マシン

Impact ball 
83 79 79 71 70 70 

インパクトボール

注)SF:スギ単層フローリング， SI:遮音材， BK:スギ樹皮ボード

数字は mm単位の材料厚さを示す。

Note: SF: Sugi flooring， SI: Sound insulation board， BK: Sugi bark board 
Each number shows the thickness of materials in millimet巴rs.

4.まとめ

国産材を豊富に使用した民家型工法住宅の床衝撃音

遮断性能を向上させるため、表裏面を熱圧によって圧

密化したスギ単層フローリング、遮音材および衝撃緩

衝材を積層複合化した民家型工法床について、床衝撃

音レベルに及ぼす各構成材料の影響を検討した。軽量

及び重量床衝撃音をオクターブ分析するとともに、 A

特性音圧レベルを測定した結果、以下のことが明らか

になった。

1 )スギ単層フローリングの 2重張りによる床の高剛

性化ならびにスギ単層フローリング 2層の聞に遮音材

を挟み込むことによる高剛性化と質量付加を図った結

果、床衝撃音レベルの低減量を定量的に明らかにする

ことができた。

なお、民家型工法床のような軽量構造物では、タイ

ヤと比較して、インパクトボールは、遮音材を積層複

合化した床の仕様の違いを反映した重量床衝撃音を発

生させられることが確かめられた。

2)スギ単層フローリング2層の聞に、遮音材とさら

に衝撃緩衝材としてスギ樹皮ボードを挟み込んで積層

複合化を図り、床の剛性、質量および軽量衝撃に対す

る衝撃緩衝性を段階的に高めた結果、軽量および重量

床衝撃音レベルに及ぼす各構成材料の低減効果を周波

数領域で明らかにすることができた。

3)床衝撃音遮断性能の単一評価指標の A特性音圧レ

ベルによって、各材料の積層複合による軽量および重

量衝撃音レベル低減効果を把握することができた。

I BuUetin ofFFPRI， Vo1.l2， Noム2013
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